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ALM Octaneへようこそ
ALM Octaneは、組織のための包括的な品質、ビルド、テスト管理機能を備えていま
す。リリース単位で品質を追跡することも、プロダクト全体の品質を追跡することもでき
ます。

ここでは、ALM Octaneの基本的な機能と、アプリケーションを初めて使用する場合に必
要なことについて説明します。

このトピックの内容 :

• ALMOctaneの紹介 22
• はじめに 22
• 環境のセットアップ 23
• 製品バージョン 23

• 12.55.17の新機能 24
• ユーザビリティ 24
• テスト 25
• パイプラインおよびCIサーバー 26
• Fortify on Demand (テクニカルプレビュー) 27
• 各種設定 27
• REST API 29
• オンプレミス 29
• ヘルプセンター 29
• 12.55.13の新機能 (SaaS) 30
• 12.55.9の新機能 (SaaS) 32

• ALMOctaneのライフサイクル 34
• バックログの管理とリリース品質の追跡 35
• ビルド品質の追跡 35
• テストとビルドの結果の全体的なプロダクト品質への反映 36
• プロダクト品質の追跡 36
• 品質の分析 36
• アジャイルおよびウォーターフォールとALMOctane 36

• ALMOctaneのモジュール 54
• ALMOctaneのエディション 55
• エディションの概要 56
• 試用ライセンス 56
• ライセンス管理 56

• システム要件 57
• ハードウェア 57
• ソフトウェア 59
• データベースおよびElasticsearch 60
• 統合 60
• インストール、セットアップ、および同期 61

• 言語の設定 62
• UI言語の変更 62
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• 別のALMOctaneユーザーのUI言語の設定 62
• ALMOctaneのサイトまたはスペースでの言語の設定 63
• 既知の問題 63

• システムへのデモデータ入力 63

ALM Octaneの紹介
ALM Octaneは、チームによるコラボレーションを容易にし、プロダクトデリバリパイプライン
の管理や、変更の影響の可視化を行うことができるWebベースのアプリケーションライフ
サイクル管理プラットフォームです。

ALM Octaneを使用することにより、チームとチームリーダーは、プロジェクトに関する意思
決定を情報に基づいて、ビジネスにとって最善の方法で行い、組織の品質を管理する
ことが可能になります。

このトピックの内容 :

l 「はじめに」(22ページ)
l 「環境のセットアップ」(23ページ)
l 「製品バージョン」(23ページ)

はじめに

始める前に...

最初に、ALM Octaneのライフサイクルについて理解し、ALM
Octaneで行える内容を大まかに把握しておくことをお勧めしま
す。

詳細については、「ALM Octaneのライフサイクル」(34ページ)を参
照してください。

ALM Octaneの使用方法

ALM Octaneの使用方法を理解するには、一般的なワークフロー

に関する説明を参照してください。これらの説明には、日々の業
務でのALM Octaneの使用方法が記載されています。

詳細については、「一般的なフロー」(65ページ)を参照してくださ
い。
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使用開始

準備ができたら、ALM Octaneにログインし、各自のニーズに関連
するモジュールで作業を始めてください。

詳細については、「ALM Octaneのモジュール」(54ページ)を参照
してください。

環境のセットアップ

初期セットアップ

ユーザーがALM Octaneを使用するには、事前に管理者が初期セッ

トアップタスクを実行する必要があります。

詳細については、「初期セットアップ」(325ページ)を参照してくださ
い。

ワークスペースとは?

管理者は、共有スペースとワークスペースの基本事項を理解しておく
必要があります。

詳細については、「初期セットアップ」(325ページ)および「スペースの
管理」(368ページ)を参照してください。

デモデータの生成

ALM Octaneの機能や操作の理解に役立てるため、デモデータを自
動生成して試験的に使用することができます。

詳細については、「システムへのデモデータ入力」(63ページ)を参照
してください。

製品バージョン
次の表は、オンプレミスインストールと製品バージョンの対応関係を示しています。

オンプレミスインストール ソフトウェアバージョン

ALM 12.55 CP6 12.55.17

ALM 12.55 CP5 12.55.8

ALM 12.55 CP4 12.55.4

ALM 12.53 CP3 12.53.20
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次のステップ
l 「ALM Octaneのモジュール」(54ページ)
l 「一般的なフロー」(65ページ)
l 「ALM Octaneのライフサイクル」(34ページ)

12.55.17の新機能
ALM Octaneバージョン12.55.17では、次の新機能および拡張機能が導入されていま
す。

オンプレミス: 12.55.17オンプレミスリリースのその他の機能拡張については、以下も参照
してください:およびオンラインヘルプセンターの「12.55.9の新機能」および「12.55.13の新
機能」

ユーザビリティ

リリースコンテキストフィルターの改善

バックログモジュールのリリースコンテキストフィルターが改善されました。リリースによるフィル
ターを適用した場合に、該当するリリースに関連するすべてのフィーチャーが表示される
ようになりました。フィーチャーは、フィーチャー自体がリリースに割り当てられている場合
か、または関連するいずれかのバックログ項目がリリースに割り当てられている場合に、
フィルター内に表示されます。

リリースに直接割り当てられているフィーチャーのみを表示するには、フィルター条件を追
加します。

その他の機能拡張 :

機能拡張 詳細

不具合の別の
ワークスペースへ
のコピー

共有スペース内の複数のワークスペースにアクセスできるユーザー
は、ワークスペース間で不具合をコピーできます。

WordまたはPDF
への要件のエクス
ポート

WordまたはPDFファイルに要件をエクスポートできます。ALM
Octaneによって、選択した要件ツリーのWordまたはPDFファイル
が作成されます。

エンティティの削
除

エンティティを [詳細 ]表示から削除できるようになりました。
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画像のエクスポー
ト

ダッシュボードウィジェットを画像としてエクスポートできるようになり
ました。ALM Octaneでは、ウィジェットを画像ファイルとしてダウン
ロードします。

制限事項: Internet Explorer 11ではサポートされません。

名前が変更されたフィールド:

元の名前 新しい名前

過去の実行 テストカバレッジ ([テスト ]タブを除く)

カバーされるコンテンツ バックログカバレッジ

テスト

Sprinterを使用して手動テストを実行

SprinterでALM Octaneの手動テストを実行できるようになりました。Sprinterバージョン
14.03以降でサポートされます。

StormRunner Functionalのサポート

自動テストツールのリストに、StormRunner Loadに加えてStormRunner Functionalが
追加されました。

l パイプラインステップを設定する際に、StormRunner Functionalの値を使用すること
で、そのステップからの今後のすべてのテスト実行でStormRunner Functionalが使用
されるように設定できます。

詳細については、「ステップの設定 :テストおよびテスト実行情報の定義」(186ページ)
を参照してください。

ヒント : APIの使用時に、エンティティにテストツールの値としてまだStormRunner
が含まれている場合があります。これはStormRunner Loadを表しています。

l ALM OctaneはJenkinsで実行されたパイプラインからStormRunner Functionalのテス
ト実行を受け取ると、パイプラインステップを設定していない場合でも、テストツールを
StormRunner Functionalとしてマークします。

これには、バージョン5.3.3以降のHPE Application Automation Toolsプラグイン (現
在ベータ版として提供 )が必要です。
https://mvnrepository.com/artifact/org.jenkins-ci.plugins/hp-application-
automation-tools-plugin
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手動テストの実行ステップを不具合にコピー

マニュアルランナーで不具合を作成する際に、テストの実行ステップを不具合の説明
フィールドにコピーできるようになりました。

パイプラインおよびCIサーバー

Microsoft Team Foundation Server (TFS) 2017のCIサーバーとしてのサ
ポート

CIサーバーとしてのTFSとの統合をセットアップします。ALM Octaneで、リリースの進行状
況および品質の一部として、TFSビルドジョブのビルドとテストの結果、およびSCMコミッ
トを追跡します。

詳細については、「ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストールと設定」(569
ページ)を参照してください。

ビルドの失敗の自動分類 (テクニカルプレビュー)
l Jenkinsビルドのログメッセージを対応する失敗にマッピングするルールを作成します。
詳細については、「ビルドの失敗の分類」(215ページ)を参照してください。

l ALM Octaneがログファイルを分析してビルドの失敗を自動的に分類します。

l パイプラインのビルドの失敗の分類の累積ウィジェットをパイプラインのダッシュボードに追
加し、パイプラインの失敗の主な理由を時系列で確認します。

テストのクラスター化によるパイプライン実行の失敗分析の高速化 (テク
ニカルプレビュー)
ALM Octaneは、失敗したテスト実行を失敗の類似性に基づいてクラスター化します。
[失敗したテスト実行 ]タブでテスト実行をクラスター単位にまとめます。

l クラスターの数から修正が必要な問題の数を把握できます。

l パイプライン実行で失敗したテストを分析する際には、大きなクラスターから分析を開
始します。このクラスターの失敗した実行を1つ修正するだけで、そのクラスター内のす
べての失敗が修正され、次回の実行で失敗の数が大幅に少なくなる可能性があり
ます。

l 失敗した実行の処理を担当者に割り当てる場合は、同じクラスター内のすべての失
敗を同じ担当者に割り当てることができます。

詳細については、「失敗したテスト実行の詳細」(204ページ)を参照してください。
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メインの [パイプライン]ページのユーザーインターフェイスの改善

l パイプラインの概要のウィジェットの設定

修正済みのパイプライン実行の概要は、設定可能なダッシュボードに置き換えられ
ました。 [DevOpsと分析 ]ウィジェットギャラリーに用意されたウィジェットから選択する
か、独自のウィジェットを作成します。

パイプラインの [詳細 ]タブに、パイプラインの定義に関する詳細情報が表示されるよ
うになりました。このタブにあった、パイプラインの最新の実行に関するサマリーウィジェッ
トは、パイプラインのダッシュボードに移動されました。

l 最近のパイプライン履歴ウィジェットの改善

[最近のパイプライン履歴 ] ドロップダウンの下にある、パイプラインのタイムラインの外観と
操作性が簡素化されました。

このウィジェットの任意のカラムをクリックすることで、特定のパイプラインを開いて詳しく
調べることができます。

Fortify on Demand (テクニカルプレビュー)
Fortify on Demand統合は、次のように機能拡張されました。

l Fortify On Demandの脆弱性が、コミットされたコード変更にリンクされるようになりま
した。これは、コミット実施者がコミットによって生じた脆弱性を見つけるのに役立ちま
す。

l Fortify on Demandサーバーが利用可能な場合は、脆弱性ごとにセキュリティ評価か
らの関連情報が表示され、問題の修正に役立てることができます。

l Fortify on Demandジョブを含むパイプラインを作成する場合に、 [セキュリティ]パイプラ
インタイプを選択することが必要になりました。

Fortify on Demandジョブを含むパイプラインを以前に作成している場合は、 [タイプ]
フィールドに [セキュリティ]を追加して [脆弱性 ]タブを参照します (ALM Octane > [パイ

プライン] > [詳細] タブ)。

各種設定

忘れられる権利

ALM Octaneからユーザーを削除する場合に、そのユーザーに関するすべての記録を削
除できるようになりました。これにより、GDPRの「消去する権利」規定の遵守が容易に
なります。

ユーザーを削除する際には、参照コードが要求されます。この参照コードは、ALM
Octaneの監査履歴で削除されたユーザーのプレースホルダーとして使用されます。
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ユーザーに関するすべての記録の削除の詳細については、『ALM Octaneユーザーガイ
ド』のユーザーの削除に関する説明を参照してください。

サイトの設定の詳細については、『ALM Octaneユーザーガイド』のFORGET_USER_
ON_DELETE設定パラメーターを参照してください。

共有のカスタマイズ

関連付けられたすべてのワークスペースの共有スペースレベル、および個別のワークス
ペースの両方で、ユーザー定義フィールドとワークフローをカスタマイズします。

共有ワークフローは、個別のワークスペースレベルでも変更できます。

資格情報

基本認証を必要とするアプリケーションにALM Octaneでアクセスするための資格情報を
定義できます。資格情報はURLの呼び出しルールで指定できます。

URLの呼び出しルールの機能強化

l ALM Octaneは、URLの呼び出し要求で基本認証をサポートします。

l 追加するフィールドを選択して、要求のペイロードをカスタマイズします。

l SaaS:新しい設定パラメーターCALL_URL_ALLOW_HTTPを設定して、HTTPSま
たはHTTP POSTの直接要求を送信できるようになりました。

その他の機能拡張 :

機能拡張 詳細

ユーザー定義
フィールド
(UDF)

メモフィールドがサポートされるようになりました。

リリースの非ア
クティブ化

作業が完了した時点で、リリースを非アクティブにすることができま
す。非アクティブにしたリリースは、コンテンツのリリースへの割り当てな
ど、データエントリのリストには表示されなくなります。ただしフィルター
には表示されるため、廃棄リリースに割り当てられたコンテンツを参
照することができます。
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REST API
REST APIの変更の一覧については、Developer Helpの変更内容の一覧を参照して
ください。

オンプレミス
オンプレミスインストールでは、次の機能拡張が行われています。

機能拡張 詳細

Quality
Centerとのライ
センス共有

Quality CenterのライセンスをALM Octane Pro Editionと共有できる
ようになりました。

Windowsでの
インストール

WindowsでのALM Octaneのインストールで、アップグレードオプション
とロールバックオプションが利用できるようになりました。

ログインページ
の通知

管理者がLOGIN_PAGE_NOTICE設定パラメーターを使用して、
ALM Octaneのログインページに、GDPRの同意の条件、諸条件、
および免責事項などのカスタマイズした通知を追加できるようになり
ました。

ヘルプセンター
情報にアクセスしやすくするため、ALM Octaneのヘルプセンターのデザインを変更しまし
た。ヘルプセンターは現在、以下のメインカテゴリで構成されています。

カテゴリ 説明

Get Started ここでは、ALM Octaneの概要について説明します。

User Help ALM Octaneのあらゆる機能を利用するのに必要な情報がすべて
記載されています。

Integrations お使いのシステムとALM Octaneとの統合に関するさまざまな可能
性について説明します。

Configuration 組織のニーズに合わせてALM Octaneのサイトとワークスペースを設
定します。

Developer
Help

独自のインターフェイスツールを開発して、ALM Octaneの機能を
拡張します。
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Videos 各種チュートリアルビデオをご覧いただけます。

12.55.13の新機能 (SaaS)
ALM Octaneバージョン12.55.13では、次の新機能および拡張機能が導入されていま
す。

ユーザビリティ

ユーザビリティでは、次の機能拡張が利用できます。

機能拡張 詳細

複製の機能拡
張

要件のコピーを作成できるようになりました。また、エンティティの詳
細表示でボタンをクリックしてエンティティを複製することもできるよう
になりました。

詳細については、「項目の複製」(84ページ)を参照してください。

UDFによるソー
ト

次のタイプのUDFでソートできるようになりました。

l 文字列

l 整数

l ブール値

l 日付

これは、単一値の参照フィールドタイプ (リリース、チーム、ユーザー、
リストなど)のUDFによるソートに追加で使用できます。

ライセンス使用
状況の詳細の
表示

SaaS管理者が、MyAccountでALM Octaneのライセンス使用状
況の詳細を表示できるようになりました。

テスト

テスト領域では、次の機能拡張が利用できます。

l パラメーターおよびパラメーター値を含むテーブルを作成し、これを手動テストで再利
用します。テストを実行すると、毎回異なるパラメーター値のセットを使用してテストが
繰り返し実行されます。詳細については、「テストでのパラメーターの使用」(254ペー
ジ)を参照してください。

l クリップボードから手動テストステップにスクリーンショットやテキストを貼り付けることで、
すばやく添付を追加できます。
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パイプラインおよびCIサーバー

l JenkinsサーバーをALM Octaneから一時的に切断します。

l ALM OctaneパイプラインでJenkinsからのコードカバレッジレポートを追跡します。

l ALM OctaneによってJenkinsビルドログが取得され、ユーザーがビルドログを表示でき
るようにローカルに保存されるようになりました。

パイプラインの [失敗分析 ]タブの、失敗したビルドの各行で、行を展開すると [ビルド

ログ]リンクが表示されます。

注:最初の2つの機能には、バージョン5.3.1以降のHPE Application
Automation Toolsプラグインが必要です。このバージョンは現在ベータ版として

提供されています。 https://mvnrepository.com/artifact/org.jenkins-
ci.plugins/hp-application-automation-tools-plugin

プラグインを常に最新のバージョンに保つには、Jenkins Plugin Update
Centerページの手順に従ってください。

https://hpsa.github.io/JenkinsPluginUpdateCenter

各種設定

設定では、次の機能拡張が利用できます。

機能拡張 詳細

スペース設定
パラメーターの
設定 (テクニカ
ルプレビュー)

共有スペース管理者は、REST APIを使用することなく、 [設定 ]で
スペースレベルの設定パラメーターの値を設定できます。

SaaS: 共有スペース管理者は、スペースレベルのカスタマイズパラ
メーターを設定することで、サポートケースを開かずにSaaS環境をカ
スタマイズできるようになりました。

ルールの機能
拡張

現在のユーザーをユーザータイプフィールドに対して照合するルール
を作成できるようになりました。たとえば、現在のユーザーが不具合
の所有者でない場合に、不具合の所有者に電子メールを送信す
る条件を作成することができます。

フィールドのカ
スタマイズ

フィールドで説明が利用できるようになりました。次の操作を実行で
きます。

l ALM Octaneの事前定義のシステムフィールドの説明を表示す
る。

l ユーザー定義フィールド (UDF)の説明を変更する。
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統合

統合では、次の機能拡張が利用できます。

ツール 統合

IntelliJ IDEA用
ALM Octaneプラ
グイン

項目の詳細を表示する際に参照するALM Octaneのフィールド
をカスタマイズできます。

Eclipse用ALM
Octaneプラグイン

項目の詳細を表示する際に参照するALM Octaneのフィールド
をカスタマイズできます。

Fortify on
Demand

l パイプライン実行ごとにセキュリティ上の脆弱性が表示される
ようになりました。

l [不具合のレポート ]ボタンを使用すると、脆弱性から自動的に
不具合が作成されます。

l 脆弱性ごとにステータスを定義し、所有者を割り当てます。こ
うすることで、セキュリティの問題の追跡と処理が行いやすくな
ります。

REST API
REST APIの変更の一覧については、Developer Helpの変更内容の一覧を参照して
ください。

12.55.9の新機能 (SaaS)
ALM Octaneバージョン12.55.9では、次の新機能および拡張機能が導入されていま
す。

ユーザビリティ

ユーザビリティでは、次の機能拡張が利用できます。

機能拡張 詳細

項目の複製 ユーザーストーリー、不具合、手動テスト、またはGherkinテストを複
製できるようになりました。詳細については、「項目の複製」(84ペー
ジ)を参照してください。
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フォームのパー
ソナライズ

ユーザーが標準設定をオーバーライドし、フォームに表示するフィー
ルドを選択できるようになりました。たとえば、ユーザーストーリー
フォームをカスタマイズして、 [所有者 ]フィールドが必ず含まれるよう
にすることができます。同様に、作業に関係のないフィールドを非表
示にすることもできます。詳細については、「 フォームの編集」(85
ページ)を参照してください。

ツリーからの更
新

ツリーで要件またはフィーチャーを選択し、右上のペインでフェーズを
更新することで、要件またはフィーチャーの状態を変更することがで
きます。詳細については、「項目のフェーズの進行」(75ページ)を参
照してください。

バックログ

ストーリーボードで、アクションが必要な領域に集中しやすいように、 [延期 ]、 [却下 ]、お
よび [重複 ]カラムが標準設定で非表示になりました。これらのカラムの非表示設定は
必要に応じて解除できます。

パイプライン

パイプライン領域では、次の機能拡張が利用できます。

l パイプラインの再描画: ALM Octaneでパイプラインのフローの視覚表示を再描画できる

ようになりました。パイプラインの [トポロジ]タブで をクリックすると、現在CIサーバーで
定義されているパイプラインのステップに基づいてトポロジが再描画されます。

l 標準設定リリースへのパイプラインの割り当て:標準設定リリースとして設定されたリリース
に常に関連付けられた状態になるように、パイプラインを設定できるようになりました。

l 失敗したGherkinテスト実行:パイプライン実行の失敗分析で、専用の アイコンに
より、失敗したGherkinの自動実行を簡単に見つけられるようになりました。また、こ
れらの実行を選択したときに、 [レポート ]タブにGherkinレポートへのリンクが表示され
ます。

l 失敗分析からの電子メールの送信:パイプライン実行の失敗分析の [失敗したテスト実
行 ]タブで、電子メールを送信できるようになりました。これらの電子メールの内容に
は、各自が選択した失敗したテスト実行が含まれます。

セキュリティテストの統合 (テクニカルプレビュー)
開発プロセスにセキュリティテストを統合します。Fortify on Demandとの統合をセットアッ
プすることで、ALM Octaneのパイプライン実行の概要に、この実行で新たに見つかった
脆弱性を含めることが可能になります。
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設定

[設定 ]領域に、次の機能が追加されました。

機能 説明

ワークフローフェーズの
削除

ワークスペース管理者は、ワークフローフェーズにエンティティが
存在する場合でも、そのフェーズを削除することができます。

複数のフィールドを必
須または読み取り専
用に設定するルール

1つのルールで同一条件のもとで複数のフィールドを必須また
は読み取り専用に設定できるようになりました。フィールドごと
に複数のルールを作成する必要はありません。

共有エンティティおよ
び非共有エンティティ
でのカスタマイズ

すべてのワークスペースの共有スペースレベル、および個別の
ワークスペースの両方で、ユーザー定義フィールド (UDF)をカ
スタマイズします。

サイト設定パラメー
ターの設定 (テクニカ
ルプレビュー)

サイト管理者は、REST APIを使用することなく、 [設定 ]でサ
イトレベルの設定パラメーターの値を設定できます。

スペース設定パラメー
ターの設定

共有スペース管理者は、REST APIを使用してスペースの設
定パラメーターを設定できます。

REST API
REST APIの変更の一覧については、Developer Helpの変更内容の一覧を参照して
ください。

ALM Octaneのライフサイクル
ALM Octaneのライフサイクルには、次に示すステージを含めることができます。ALM
Octaneは柔軟なので、どのステージも任意の時点で実行することが可能です。

このトピックの内容 :

l 「バックログの管理とリリース品質の追跡」(35ページ)
l 「ビルド品質の追跡」(35ページ)
l 「テストとビルドの結果の全体的なプロダクト品質への反映」(36ページ)
l 「プロダクト品質の追跡」(36ページ)
l 「品質の分析」(36ページ)
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バックログの管理とリリース品質の追跡
それぞれの開発手法に応じて、上位の要件を作成するか、エピック、フィーチャー、ス
トーリーを含む詳細なバックログツリーを構築します。機能テスト、サニティテスト、受け入
れテスト、セキュリティテスト、およびパフォーマンステストなどのテストを作成して、リリース
品質を追跡します。また、CIサーバーと統合して自動テストの結果を取得することもで
きます。ユーザーストーリーを実装する際には、不具合をレポートし、それぞれの進行状
況を監視できます。

手動テストおよびCIサーバーのパイプラインを実行すると、結果がダッシュボードに自動
的に取り込まれます。その後、ダッシュボードを使用してリリース品質を分析します。詳
細については、「バックログ管理」(103ページ)を参照してください。

ビルド品質の追跡
ビルド品質を追跡し、自動テスト実行結果を収集するには、ALM OctaneをCIサー
バーと統合します。パイプラインの実行時に、ALM Octaneはテスト実行結果とSCM
データを収集します。この情報を使用して、ビルド、リリース、プロダクトの品質を分析し
ます。

CIサーバーのパイプラインのステップをグラフィカルに表示し、パイプライン実行をトリガー
し、パイプラインのステップに環境に合わせて設定したさまざまなジョブのタイプのラベルを
付けることができます。パイプライン表示を使用して、パイプライン実行に含まれるビルド
とテスト実行のステータスを参照し、失敗を分析することができます。詳細については、
「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」(167ページ)を参照してください。
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テストとビルドの結果の全体的なプロダクト品質への
反映
リリースが終了したら、個々の新規フィーチャーのテストをプロダクト全体のテストに統合
します。リリースバックログで、フィーチャーおよび不具合をアプリケーションモジュールに割り
当てます。これらは、プロダクトの機能部品を表します。

また、手動テストおよび自動テストをプロダクト全体のテストに組み込み、アプリケーショ
ンモジュールにテストを割り当てることもできます。詳細については、「アプリケーションモ
ジュールへの項目の割り当て」(157ページ)を参照してください。

プロダクト品質の追跡
ALM Octaneでは、アプリケーションモジュールに従って、プロダクトの機能領域をグループ
化します。アプリケーションモジュールツリーを構築するには、全体的なプロダクトの品質
のテストに不可欠な各領域に対してノードを作成します。

アプリケーションモジュールにテストを接続します。テストおよびCIサーバーのパイプラインを
実行すると、結果がダッシュボードに取り込まれます。その後、ダッシュボードを使用して
全体的なプロダクト品質を分析します。詳細については、「品質管理」(153ページ)を
参照してください。

リリースライフサイクル全体を通じて、上記の手順に従って、リリース品質、ビルド品質、
およびプロダクト品質を継続的に追跡します。

品質の分析
バックログモジュールと品質モジュールの両方で、 [概要 ]タブを使用してリリースの進行
状況と品質を分析します。また、便利なチャートやグラフが利用できるALM Octaneダッ
シュボードを使用して、リリース内またはリリース間でプロダクト品質を分析することもでき
ます。詳細については、「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)を参照してく
ださい。

次のステップ
l 「ALM Octaneのモジュール」(54ページ)
l 「一般的なフロー」(65ページ)

アジャイルおよびウォーターフォールとALMOctane
ALM Octaneは、チームで使用している開発手法がどちらであっても使用できます。

このトピックの内容:
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l 「アジャイル開発のフロー」(37ページ)
l 「従来のウォーターフォール開発のフロー」(46ページ)

アジャイル開発のフロー

チームで使用しているのがアジャイル手法の場合は、ALM Octaneを使用して開発プロ
セスを管理します。

ほとんどのアジャイル開発プロセスは、次の標準的なフローに従います。
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日常的なプロセスは次のようになります。

このプロセスは、アプリケーションの継続的デリバリとともに繰り返されます。

計画

どのようなアジャイル開発でも、その最初のステップには計画の作成が含まれます。ア
ジャイルでは継続的デリバリが重視されるため、明確な計画作りが不可欠です。

ALM Octaneでは、アジャイルの計画ステージで次の処理を行います。

ワークフローの
作成

作業を開始する前に、ワークフローを定義することが重要です。これ
により、次の内容を指定し、適用することができます。

l 開発サイクルを通じてバックログ項目をどのように進めるか。これに
より、すべての関係者が同じプロセスで作業することが保証されま
す。

l どのように項目が完了に移行するか。

項目が完了したときのフェーズ完了ルールなどを指定します。

ワークフローフェーズの設定の詳細については、「ワークフローのフェー
ズと遷移のセットアップ」(436ページ)を参照してください。ルールの使
用方法の詳細については、「ルールのセットアップ」(416ページ)を参
照してください。
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作業の完了をコミットするには、チームや個人が終えることが可能な
作業量を知る必要があります。

チームを作成するときは、ワークスペース管理者が次の項目を指定
します。

l チームの予測ベロシティ。この数値は、時間経過とともに動的に
することができます。

l チームメンバーあたりのキャパシティ

ベロシティとキャパシティの計画の詳細については、「リリースとスプリン
トのワークロード調整」(129ページ)を参照してください。

バックログの作
成と更新

開発プロセスの前とプロセス全体を通じて、プロダクトの所有者はプ
ロダクトバックログを管理します。バックログは流動的で、変化する
優先順位に合わせて調整されます。

ALM Octaneでは、バックログモジュールでバックログを管理します。

l アプリケーションの大部分を指定するエピックの作成

l プロダクトの各デリバリ可能パートに対するフィーチャーの作成

l 開発する項目のバックログ項目の作成

l わかりやすい方法による項目の整理

バックログの使用方法の詳細については、「バックログ管理」(103
ページ)を参照してください。

バックログのラ
ンク付け

プロダクトマネージャーは、バックログを管理すると同時に、バックログ
項目をランク付けします。正しくランク付けすることで、開発チームが
計画時に最優先の項目を選択できます。

ALM Octaneでは、次のようにバックログをランク付けできます。

l ランクはバックログのリストやグリッドに表示されます。

l リストまたはグリッド内で項目をドラッグアンドドロップして、ランクを
変更します。

l [ランク]カラムにランクを手動で入力します。

l WSJF手法を使用している組織では、WSJFフィールドを使用
し、WSJF基準に基づいて優先順位を作成します。

ランク付けの詳細については、「バックログのランク付け」(117ページ)
を参照してください。WSJFフィールドの詳細については、「WSJF属
性によるランク付け」(118ページ)を参照してください。
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リリースとスプリ
ントの計画

バックログを作成したら、各リリースとスプリントを計画します。

ALM Octaneでは、バックログ項目をリリース、スプリント、およびチー
ムに割り当てることができます。

l 任意の項目の [詳細 ]タブの [リリース]、 [スプリント ]、および [チーム]
フィールドを更新します。

l 項目をリストまたはグリッドからリリースバケットにドラッグします。

リリースおよびチームの割り当て作業の詳細については、「リリース計
画の設定と管理」(124ページ)を参照してください。リリースバケット
の詳細については、「バックログ計画バケット」(127ページ)を参照し
てください。
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個人への項目
の割り当て

スプリント計画ミーティング時に、作業項目をユーザーに割り当てま
す。

ALM Octaneで項目を割り当てます。

l 任意の項目の [詳細 ]タブの [所有者 ]フィールドを更新します。

l チームバックログモジュールで、リストまたはグリッドから項目をチー
ムメンバーバケットにドラッグします。

チームのバックログの管理方法については、「チームバックログの管
理」(135ページ)を参照してください。チーム計画バケットの詳細につ
いては、「チーム計画バケット」(138ページ)を参照してください。

ビルド

デリバリする内容を決定したら、割り当てられたフィーチャーとストーリーを開発する必要
があります。ALM Octaneでは、次のプロセスを使用します。
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ワークフロー内
でのバックログ
項目の移動

作業中は、進行状況を更新することが重要です。これが特に当て
はまるのは、実施した内容と次に実施すべき内容について毎日の
スクラムミーティングで議論する場合です。

作業中に、バックログ項目のフェーズを更新します。

項目のフェーズを更新することで、進行状況を正確に反映できま
す。

ワークフローフェーズの詳細については、「項目のフェーズの進行」(75
ページ)を参照してください。

タスクの作成 バックログ項目を処理するときは、管理しやすいタスクに項目を分
割しておくと便利です。その操作を行うため、ALM Octaneには、タス
クを管理するためのタスクリストとタスクボードが用意されています。

l バックログ項目内の [タスク]タブ
l チームバックログモジュールの [タスク]タブ
l [追加 ]ダイアログでバックログ項目を作成するときにタスクを追加

タスクの管理方法の詳細については、「担当するストーリーの操作」
(139ページ)を参照してください。
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タスクの進行
状況の追跡

全員が計画どおりに処理を進めていることを確認するため、個々の
進行状況を追跡します。

l バックログモジュールの [エピック]または [フィーチャー]タブで、グリッド
の [進行状況 ]カラムを確認します。

l チームバックログモジュールで、チームの進行状況グラフまたは
個々のチームメンバーバケットを確認します。

l チームバックログモジュールで、あるフェーズに対して進行中の項
目数の制限 (WIP制限 )および項目がフェーズ内にとどまることが
できる日数の制限 (サイクル時間制限 )を設定します。ボード
ビュー内の各フェーズには、進行中の項目数と、サイクル時間の
制限を超えた項目がないかどうかに関する情報が継続的に更
新されて表示されます。

l ダッシュボードモジュールでカスタムグラフを作成します。

l リリースの後の方で、リリース予測ウィジェットをダッシュボードに追
加して、計画済みのバックログ項目をユーザーが完了するのを
ALM Octaneでどのように予測しているのか確認します。

リリースの進行状況の追跡の詳細については、「リリースの進行状
況の分析」(150ページ)を参照してください。ダッシュボードの詳細に
ついては、「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)を参照
してください。ボードビューの詳細については、「ボードビューの使用」
(142ページ)を参照してください。

リリースの進行
状況の追跡

各チームとそのチームメンバーについて、リリースの全体的な進行状
況を確認します。

リリース累積フローグラフ、バーンアップおよびバーンダウンウィジェッ
ト、ベロシティ追跡などのウィジェットをダッシュボードに追加します。

テスト

高品質なフィーチャーを提供するには、提供するコンテンツを開発と並行してテストする
必要があります。ALM Octaneには、テストプロセスを構築する複数のステップがありま
す。
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バックログ項目
へのテストの追
加

バックログ項目 (エピックおよびフィーチャーを含む)ごとに、テストを追
加します。

テストの追加の詳細については、「手動テストの作成」(252ページ)
または「Gherkinテストの作成」(257ページ)を参照してください。

テストの実行 さまざまな方法でテストを実行します。

l 手動でのテストの実行

l テスト実行またはテストスイート実行のスケジューリング (計画 )
l CIサーバーのビルドステップとしてテストを追加し、通常のビルドプ
ロセスの一部としてテストを実行

詳細については、「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
および「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)を参照
してください。

CI/CDサー
バーでのビルド
プロセスの追
加と分析

テストで重要なのは、新規フィーチャーが既存の機能を損なわない
ことを保証することです。

これを行うには、CIサーバービルドにテストを追加します。次に、ビル
ドのステップを表すパイプラインをALM Octaneで作成します。パイプ
ラインとビルドを実行したら、ビルドジョブとテストの詳細と結果を確
認します。

パイプラインモジュールには、ビルドプロセスに関する詳細がすべて表
示されます。

l ビルドフロー

l ビルドの成功または失敗

l ビルドアクティビティの接続と、既存項目へのソースコードのコミット

詳細については、「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」
(167ページ)を参照してください。

テスト結果の
分析

テストの実行後に、テスト結果を確認します。

手動テストとGherkinテスト、またはパイプラインに含まれている自動
テストの場合、ALM Octaneはテスト実行でテスト結果を表示しま
す。

ALM Octaneの外部で実行されたテストの場合は、テスト結果を
ALM Octaneにアップロードしてください。テスト結果が利用できるよう
になったら、ALM Octaneテスト内で結果を直接確認します。

詳細については、「実行の停止と結果の表示」(277ページ) 、
「ALM Octaneへの自動テスト実行結果の送信」(294ページ)また
は「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)を参照してください。
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不具合のオー
プン

アプリケーションで問題またはエラーが見つかった場合は、不具合を
オープンしてその問題を解決します。そうすることで、エラーや問題を
利用して開発品質を向上させることができます。さらに、不具合を
バックログに追加して、リリース計画に不具合を含めるようにします。

不具合は、以下の場所からオープンします。

l バックログモジュール

l 不具合モジュール

l テストの詳細 (テスト実行の一部として)
不具合の追加の詳細については、「不具合の管理」(306ページ)
または「実行中の不具合のレポート」(275ページ)を参照してくださ
い。

アプリケーション
品質の表示

開発中は、アプリケーションの品質を確認してください。この情報
は、テスト結果および不具合に基づいて表示されます。

この情報は、以下の場所でALM Octaneウィジェットを使用して表
示します。

l バックログモジュールの [概要 ]タブ
l 品質モジュールの [概要 ]タブ
l ダッシュボード

リリース品質の
分析

現在のリリースの品質を分析します。バックログおよび品質モジュー
ルの [概要 ]タブ内のウィジェットを、リリースを基準にフィルター処理し
ます。

ダッシュボードウィジェットの設定の詳細については、「ALM Octane
ダッシュボードの使用」(318ページ)を参照してください。

リリース

割り当てられたすべてのバックログ項目を完了したと判断したら、アプリケーションをカスタ
マーにリリースする準備は終了です。

このリリースからのフィードバックを将来の計画作成に役立てます。

行われた内容を提示する振り返りを保持し、リリースやスプリントをレビューしてください。
チームバックログモジュールで、振り返り領域を使用してスプリントやリリースを要約し、未
完了の項目を処理します。

振り返り領域の詳細については、「スプリントの終了および振り返り」(147ページ)を参
照してください。
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従来のウォーターフォール開発のフロー

チームで使用しているのがウォーターフォールなどの従来の開発手法の場合は、ALM
Octaneを使用して開発プロセスを管理します。

従来の開発プロセスは、次のような構造になっています。

1. 要件 :プロダクトが行う必要のあるものの要件をリストします。これには、フィーチャー
のリストが含まれる場合と含まれない場合があります。

2. 設計 :要件がプロダクト内でどのように機能するかを定義します。

3. 実装:プロダクトを開発します。

4. テスト /検証:計画済みのフィーチャーを品質保証チームがテストし、検証します。テ
スト中に発生した問題に対して不具合をオープンします。

5. リリース/メンテナンス:完成し承認されたプロダクトをリリースします。

従来のソフトウェア開発モデルが必ずこのように直線的に推移するわけでないことは認
識していますが、これらのフレームワークでは開発フェーズが厳密に分離されています。

ALM Octaneでは、開発プロセスをこれらの各ステージの始めから終わりまで管理できま
す。
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要件

従来のソフトウェア開発では、あらゆる作業を開始する前に要件を定義します。そのた
め、プロダクトがカスタマーのために何をしなければならないかを正確に知ることができま
す。

また、タイムラインとリソースを定義して、何が完了可能なのかを認識することもできま
す。

ALM Octaneでは、このような計画立案を、リリース作業の開始前に行うことができま
す。

アプリケーション要件の定義

開発を始めるときには、アプリケーションが何をすべきかについて大まかな考えがありま
す。アプリケーションで実行可能なタスクや、ユーザーが実行する内容などがわかってい
ることもあります。

要件定義を容易にするために、要件モジュールを使用して目的の機能を記述します。

詳細については、「要件の定義」(97ページ)を参照してください。
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アプリケーションモジュールのビルド

要件を追加しているときに、アプリケーションモジュールを作成します。これらのアプリケー
ションモジュールはプロダクトの機能領域です。アプリケーションモジュールを使用すると、
開発とテストを進めているときに、アプリケーションのヘルスと進行状況を確認できます。

アプリケーションモジュールの作成と表示は、品質モジュールで行います。

アプリケーションモジュール階層を作成したら、フィーチャー、テスト、および不具合を各ア
プリケーションモジュールに関連付けます。

アプリケーションモジュールの詳細については、「品質管理」(153ページ)を参照してくださ
い。

リリース、スプリント、タイムラインの作成

プロダクトリリースのタイムラインを作成します。

ALM Octaneでは、共有スペース管理者またはワークスペース管理者が設定領域でタ
イムラインを作成します。

リリースおよびリリースタイムラインの定義の詳細については、「リリースのセットアップ」(395
ページ)を参照してください。
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チームの追加とリリースへの割り当て

ワークフォースを計画することも必要です。ALM Octaneでは、ワークスペース管理者が
チームを追加し、チームメンバーを追加してリリースに割り当てます。

チームの作成と割り当ての詳細については、「チームの管理」(400ページ)を参照してく
ださい。

設計

要件、リリース、およびチームを計画したら、アプリケーションの開発を開始します。これに
は、作業項目のバックログを作成し、その作業項目を割り当てる処理が含まれます。

バックログの作
成

まず、プロダクトバックログを作成して開発プロセスを整理します。

ALM Octaneでは、バックログの管理をバックログモジュールで行いま
す。バックログモジュールを使用して、次の処理を行います。

l 大規模な領域を指定するエピックの作成

l プロダクトの各デリバリ可能パートに対するフィーチャーの作成

l 開発する項目ごとのストーリーの作成

l エピック、フィーチャー、およびバックログ項目をわかりやすく整理

バックログの使用方法の詳細については、「バックログ管理」(103
ページ)を参照してください。
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リリースとスプリ
ントの計画

バックログを作成したら、各リリースとスプリントを計画します。

ALM Octaneでは、バックログ項目をリリース、スプリント、およびチー
ムに割り当てることができます。

l 任意の項目の [詳細 ]タブの [リリース]、 [スプリント ]、および [チーム]
フィールドを更新します。

l 項目をリストまたはグリッドからリリースバケットにドラッグします。

リリースおよびチームの割り当て作業の詳細については、「リリース計
画の設定と管理」(124ページ)を参照してください。リリースバケット
の詳細については、「バックログ計画バケット」(127ページ)を参照し
てください。
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個人への項目
の割り当て

スプリント計画ミーティング時に、作業項目をユーザーに割り当てま
す。

l 任意の項目の [詳細 ]タブの [所有者 ]フィールドを更新します。

l チームバックログモジュールで、リストまたはグリッドから項目をチー
ムメンバーバケットにドラッグします。

チームのバックログの管理方法については、「チームバックログの管
理」(135ページ)を参照してください。チーム計画バケットの詳細につ
いては、「チーム計画バケット」(138ページ)を参照してください。

実装

デリバリする内容を決定したら、割り当てられたフィーチャーとストーリーを開発する必要
があります。ALM Octaneでは、次のプロセスを使用します。

ワークフロー内
でのバックログ
項目の移動

作業中に、バックログ項目のフェーズを更新します。

項目のフェーズを更新することで、進行状況を正確に反映できま
す。

ワークフローフェーズの詳細については、「項目のフェーズの進行」
(75ページ)を参照してください。

タスクの作成 バックログ項目を処理するときは、管理しやすいタスクに項目を分
割しておくと便利です。その操作を行うため、ALM Octaneには、タ
スクを管理するためのタスクリストとタスクボードが用意されていま
す。

l バックログ項目内の [タスク]タブに

l チームバックログモジュールの [タスク]タブから

l [追加 ]ダイアログでバックログ項目を作成するときにタスクを追加

タスクの管理方法の詳細については、「担当するストーリーの操
作」(139ページ)を参照してください。
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タスクの進行状
況の追跡

全員が計画どおりに処理を進めていることを確認するため、個々
の進行状況を追跡します。

l バックログモジュールの [エピック]または [フィーチャー]タブで、グリッ
ドの [進行状況 ]カラムを確認します。

l チームバックログモジュールで、チームの進行状況グラフまたは
個々のチームメンバーバケットを確認します。

l ダッシュボードモジュールでカスタムグラフを作成します。

リリースの進行状況の追跡の詳細については、「リリースの進行状
況の分析」(150ページ)を参照してください。ダッシュボードの詳細
については、「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)を参
照してください。

リリースの進行
状況の追跡

各チームとそのチームメンバーについて、リリースの全体的な進行状
況を確認します。

リリース累積フローグラフ、バーンアップおよびバーンダウンウィジェット
などのウィジェットをダッシュボードに追加します。

リリースの後の方で、リリース予測ウィジェットをダッシュボードに追加
して、計画済みのバックログ項目をユーザーが完了するのをALM
Octaneでどのように予測しているのか確認します。

テストと検証

高品質なフィーチャーを提供するには、提供するコンテンツをテストする必要があります。
ALM Octaneには、適切なテストを確実に実行するための方法が数多くあります。

バックログ項目
へのテストの追
加

バックログ項目 (エピックおよびフィーチャーを含む)ごとに、テストを追
加します。

テストの追加の詳細については、「手動テストの作成」(252ページ)
または「Gherkinテストの作成」(257ページ)を参照してください。

テストの実行 さまざまな方法でテストを実行します。

l 手動でのテストの実行

l テスト実行またはテストスイート実行のスケジューリング (計画 )
l CIサーバーのビルドステップとしてテストを追加し、通常のビルドプ
ロセスの一部としてテストを実行

テストの実行の詳細については、「手動テストとGherkinテストの実
行」(273ページ)および「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299
ページ)を参照してください。
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テスト結果の
分析

テストの実行後に、テスト結果を確認します。

手動テストとGherkinテスト、またはパイプラインに含まれている自動
テストの場合、ALM Octaneはテスト実行でテスト結果を表示しま
す。

ALM Octaneの外部で実行されたテストの場合は、テスト結果を
ALM Octaneにアップロードしてください。テスト結果が利用できるよう
になったら、ALM Octaneテスト内で結果を直接確認します。

詳細については、「実行の停止と結果の表示」(277ページ) 、
「ALM Octaneへの自動テスト実行結果の送信」(294ページ)また
は「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)を参照してください。

不具合のオー
プン

アプリケーションで問題またはエラーが見つかった場合は、不具合を
オープンしてその問題を解決します。そうすることで、エラーや問題を
利用して開発品質を向上させることができます。さらに、不具合を
バックログに追加して、リリース計画に不具合を含めるようにします。

不具合は、以下の場所からオープンします。

l バックログモジュール

l 不具合モジュール

l テストの詳細 (テスト実行の一部として)
不具合の追加の詳細については、「不具合の管理」(306ページ)
または「実行中の不具合のレポート」(275ページ)を参照してくださ
い。

アプリケーション
品質の表示

開発中は、アプリケーションの品質を確認してください。この情報
は、テスト結果および不具合に基づいて表示されます。

この情報は、以下の場所でALM Octaneウィジェットを使用して表
示します。

l バックログモジュールの [概要 ]タブ
l 品質モジュールの [概要 ]タブ
l ダッシュボード

リリース品質の
分析

現在のリリースの品質を分析します。バックログおよび品質モジュー
ルの [概要 ]タブ内のウィジェットを、リリースを基準にフィルター処理し
ます。

ダッシュボードウィジェットの設定の詳細については、「ALM Octane
ダッシュボードの使用」(318ページ)を参照してください。
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リリースのメンテナンス

割り当てられたすべてのバックログ項目を完了したと判断したら、アプリケーションをカスタ
マーにリリースする準備は終了です。

一般的には、リリース後も、リリース済みバージョンのメンテナンスが継続されます。これを
支援するため、ALM Octaneでは次の操作が可能です。

l アプリケーションの任意のバージョンに対してテストを実行する。

l 以前のバージョンのパイプラインを作成する。これにより、そのバージョンの修正をビル
ドしテストすることができます。パイプラインの詳細については、「パイプライン: CIサー
バーとSCMシステムの統合」(167ページ)を参照してください。

l プロダクトの過去のリリース用にダッシュボードウィジェットを作成し、そのリリースの品質
を確認する。

参照情報 :
l 「バックログ管理」(103ページ)
l 「品質管理」(153ページ)
l 「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」(167ページ)
l 「テスト」(243ページ)

ALM Octaneのモジュール
ALM Octaneは複数のモジュールに分かれています。各モジュールでは、以下を行うこと
ができます。

要件 実現すべき事柄を上位レベルで記した要件ドキュメントを作成しま
す。要件をテストにリンクすることで、各要件のカバレッジを実現でき
ます。

詳細については、「要件の定義」(97ページ)を参照してください。
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バックログ バックログとは、プロダクト開発中に処理する項目のリストです。リ
リースごとにバックログを定義します。これには、エピック、フィー
チャー、ユーザーストーリー、品質ストーリー、および不具合とそのテス
トが含まれます。

詳細については、「バックログ管理」(103ページ)を参照してくださ
い。

チームバックログ 項目をチームに割り当て、作業を行うチームメンバーを指定し、チー
ムの進行状況を追跡することで、チームバックログを管理します。

詳細については、「チームバックログの管理」(135ページ)を参照して
ください。

品質 エンドツーエンドのテスト、クロスフィーチャー機能テスト、およびリグ
レッションテストを使ってプロダクト品質の分析と追跡を行います。

詳細については、「品質管理」(153ページ)を参照してください。

パイプライン パイプライン実行に含まれるビルドとテスト実行のステータスを追跡
し、ビルドの失敗を分析します。

詳細については、「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」
(167ページ)を参照してください。

自分の作業 自分に割り当てられた作業や関連する作業をすばやく表示できま
す。

詳細については、「割り当てられた作業へのアクセス」(73ページ)を
参照してください。

ダッシュボード ALM Octaneのチャートやグラフを使用してコンテキスト内での品質を
分析します。

詳細については、「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)
を参照してください。

不具合 手動テストの実行時または自動テストの失敗の分析時に、不具
合をレポートして修正します。

詳細については、「不具合の管理」(306ページ)を参照してくださ
い。

ALM Octaneのエディション
ALM Octaneで実行できる操作は、お使いのALM Octaneのエディションによって決まりま
す。

このトピックの内容 :
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l 「エディションの概要」(56ページ)
l 「試用ライセンス」(56ページ)
l 「ライセンス管理」(56ページ)

エディションの概要
ALM Octaneの各エディションでは、次の機能が利用できます。

エディション 説明

Enterprise クロスワークスペース機能を利用することで、ALM Octaneを大きなグ
ループにスケーリングできます。次のものが含まれます。

l 共有カスタマイズ (ルール、ユーザー定義フィールド、ワークフロー、
フォーム、およびリスト )

l 共有エンティティ

l 複数のワークスペースからのデータに関する、同じウィジェットを使
用した、クロスワークスペースレポート (ユーザー、リリース、および
チーム)の作成。

ワークスペース、個別スペース、および共有スペースの概要について
は、「スペースの管理」(368ページ)を参照してください。

Pro 1つのワークスペース内で、エンドツーエンドのプロセスサポートがすべ
て利用できます。

試用ライセンス
ALM Octaneを初めて起動すると、Enterpriseエディションの試用ライセンスが自動的に
付与されます。このライセンスは、100人のユーザーが90日間使用できるもので、共有ス
ペースが1つ利用可能です。

Enterpriseエディションの試用版で共有スペースを作成した後に、Proエディション用のラ
イセンスをインストールした場合、今後のリリースで共有機能はサポートされません。

ライセンス管理
SaaS: ライセンス使用状況の詳細はMyAccountで確認できます。

オンプレミス:オンプレミスライセンスの管理方法、ALMおよびQuality CenterからALM
Octaneへライセンスを割り当てる方法の詳細については、「ライセンスの管理 (オンプレミ
ス)」(331ページ)を参照してください。
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参照情報 :
l 「ライセンスの管理 (オンプレミス)」(331ページ)
l 「スペースの管理」(368ページ)
l 「ワークスペースの管理」(375ページ)

システム要件
このトピックでは、システム要件の詳細について説明します。

このトピックの内容 :

l 「ハードウェア」(57ページ)
l 「ソフトウェア」(59ページ)
l 「データベースおよびElasticsearch」(60ページ)
l 「統合」(60ページ)
l 「インストール、セットアップ、および同期」(61ページ)

ハードウェア

コンポーネント タイプ 値

画面の解像度 推奨 1920 x 1080

最小解像度 1024 x 768

画面の解像度は、推奨値と最小値の間の解像度もサポートされます。
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コンポーネント タイプ 値

本稼動環境:

(推奨値)

最新のベンチマークドキュメントについ
ては、カスタマーサポートまでお問い合
わせください。

ALM Octaneサー
バーマシン: 2台
(最小 )

CPU: 4

RAM: 8GB

ヒープ:最大4GB

ディスク容量 : 500GB以
上 (ネットワークストレー
ジを推奨 )

データベースサー
バーマシン: 1台

CPU: 8

RAM: 16GB

Elasticsearchサー
バークラスターマシ
ン: 3台

CPU: 4以上

RAM: 8GB

クラスター用のロードバランシングコンポーネン
ト (ロードバランサーまたはリバースプロキシ): 1
台

本稼働前またはテスト環境:

(推奨値)

最新のベンチマークドキュメントについ
ては、カスタマーサポートまでお問い合
わせください。

ALM Octaneサー
バーマシン: 1台

CPU: 4

RAM: 8GB

ヒープ:最大4GB

ディスク容量 : 200GB

データベースサー
バーマシン: 1台

既存のデータベースサー
バーを使用可能。

CPU: 8

RAM: 16GB

Elasticsearchサー
バーマシン1台

CPU: 4以上

RAM: 8GB

仮想マシン VMwareまたは任意の仮想マシンをサポート
(ただし、専用リソースがある場合 )
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ソフトウェア

コンポーネント タイプ バージョン

サーバーオペ
レーティングシ
ステム

Red Hat
Enterprise
Linux (RHEL)

6.5以降

7.2以降を強く推奨

CentOS 6.5以降

7.2以降を強く推奨

SUSE 12 (SP1またはSP2)

Windows 2012、2016

ブラウザー Chrome (推奨 ) Chrome:最新バージョンとその1つ前のバージョ
ン

Chrome for Business

Firefox (推奨 ) Firefox:最新バージョンとその1つ前のバージョン

ESR: 52

Internet
Explorer

11

Apple Safari 10、11

JDK Open/Oracle JDK 8

Java 8のみ。

ALM Octaneサーバーには常に最新のセキュリ
ティ更新がインストールされている必要がありま
す。
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データベースおよびElasticsearch
コンポーネント タイプ バージョン

データベース Oracle 12C Standard EditionまたはEnterprise
Edition、キャラクタセットAL32UTF8

SQL Server 2016、2014、または2012 SP3

大文字と小文字を区別しない照合順序の
み。

Elasticsearch N/A 2.4.X

統合

コンポーネント タイプ バージョン

CIサーバー Jenkins 1.642.4以降

TeamCity 9.1.6以降

Bamboo 5.13.0～5.14.5

Microsoft Team
Foundation Server
(TFS)

2017

自動テスト 各種テストツールをサ
ポート。

次のサイトの「Supported Integrations
(サポートされている統合 )」を参照 :

https://plugins.jenkins.io/hp-
application-automation-tools-plugin

手動テスト Sprinter 14.03
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コンポーネント タイプ バージョン

IDEプラグイン IntelliJ IDEA 2016.02X

次のオペレーティングシステムに対応 :

l Windows 10、8、7 (標準および
Darculaテーマ)

l MacOS 10.12
l Ubuntu 16.04

Eclipse Neon、Mars

次のオペレーティングシステムに対応 :

l Windows 10、8、7
l MacOS 10.12

Microsoft Visual
Studio

2015および2017

すべてのエディション: Community、
Professional、Enterprise

インストール、セットアップ、および同期

コンポーネント バージョン

LDAPサーバー Active Directory、またはLDAP3プロトコルをサポートしてい
るLDAPプロバイダー

OPB ALM Octaneリリースの一部として提供される。同じバージョ
ンのALM Octaneとのみ互換性あり。

Synchronizer ALM Octaneリリースの一部として提供される。同じバージョ
ンのALM Octaneとのみ互換性あり。

JIRAの同期 JIRA 7.7、7.6x、7.5x

ALM/Quality Center
の同期

ALM/Quality Center 12.55、12.53、12.50、12.21、12.01
patch 1以降

ALM/Quality Center
のライセンス共有

ALM/Quality Center 12.55、12.53 (すべてのパッチレベ
ル)、12.21 patch 5

注 :バージョン12.53にはホットフィックスが必要。

アップグレードパス 12.53.20からのみ
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言語の設定
ALM Octaneでは、各自が使用するユーザーインターフェイス (UI)言語を選択できま
す。

サポートされている言語は、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、簡体字
中国語、およびスペイン語です。

このトピックの内容:

l 「UI言語の変更」(62ページ)
l 「別のALM OctaneユーザーのUI言語の設定」(62ページ)
l 「ALM Octaneのサイトまたはスペースでの言語の設定」(63ページ)
l 「既知の問題」(63ページ)

UI言語の変更
各自が使用するUI言語を指定します。各自の選択内容が、他のユーザーのUI表示
言語に影響することはありません。

1. ALM Octaneの上部のバナーで、各自のユーザーアバターをクリックします。

2. ユーザーの詳細ウィンドウの [言語 ] ドロップダウンリストで、使用する言語を選択しま
す。

3. [更新 ]をクリックして言語を変更します。

言語の変更は、次にALM Octaneにログインしたときに反映されます。ログアウトし
て再度ログインしたくない場合は、F5キーを押すか、ブラウザーウィンドウを再読み
込みすると、言語が直ちに変更されます。

別のALMOctaneユーザーのUI言語の設定
スペース管理者およびサイト管理者は、ユーザーのUI言語を設定できます。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] をクリックし、 [サイト ] (オンプレミス)または [スペース]を選択します。

2. [ユーザー]タブを選択します。

3. [ユーザー]タブで、ユーザーのIDをクリックします。

4. [言語 ] ドロップダウンリストで、ユーザーのUI言語を選択します。

言語の変更は、ユーザーが次にALM Octaneにログインしたときに反映されます。
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ALMOctaneのサイトまたはスペースでの言語の設
定
サイト管理者および共有スペース管理者は、DEFAULT_LANGUAGE設定パラメーター
を設定してALM Octaneの標準設定言語を指定できます。

このパラメーターを設定した場合の影響は、次のとおりです。

l 新規ユーザーのUI言語は、このパラメーターと同じになります。

l システム全体の操作 (ALM Octaneから送信される電子メールなど)で、この言語が
使用されます。

詳細については、「DEFAULT_LANGUAGE」(342ページ)を参照してください。

既知の問題
l 次の項目は翻訳されていません:デモデータ、特定のフィールドのブール値の演算子、
およびREST APIで無効なエンティティ操作を行ったときの応答メッセージ。

l IME (Input Method Editor)キーボードを使用している場合、メモフィールドに@または
#を入力したときに、 IMEはこれをテキスト文字列の一部であると認識し、ユーザーやリ
ンクを示すものとは認識しません。ユーザーやリンクを追加するには、非 IMEキーボード
に切り替えて@や#の記号を入力するか、次のようにツールバーを使用してユーザーま
たはリンクを挿入します。

システムへのデモデータ入力
ALM Octaneでは、試験的に使用するための大規模なデモデータセットを自動生成で
きます。これは、ALM Octaneを初めて使用する場合に役立ちます。

ワークスペース管理者またはDevOps管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択します。

2. [デモデータ]タブで、ワークスペースが正しく選択できているいことを確認します。

3. この処理は取り消し不可である点と、システムに大きな負荷が発生する点に注意
してください。

4. 生成するデータタイプの [読み込み]ボタンをクリックします。
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生成できるデータは、ワークスペース内でのロールごとに制限されます。そのため、各
自のロールによって使用できるボタンが異なります。

デモ専用のデータが使用可能になったら、ワークスペースを新規作成し、必要に応じて
設定します。
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一般的なフロー
ここに示すのは、ALM Octaneをセットアップし、品質を追跡する方法を学ぶのに役立つ
ワークフローの例です。
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ユーザーヘルプ
プロダクトバックログをビルドし、リリースおよびチームにコンテンツを割り当て、アプリケーショ
ンモジュールにバックログ項目を割り当てます。

不具合を記録し、リリース、ビルド、およびプロダクト全体の品質を追跡します。

このトピックの内容 :

• 基本事項 68
• ALMOctaneエンティティの用語集 69
• 割り当てられた作業へのアクセス 73
• 項目のフェーズの進行 75
• 項目へのファイルの添付 76
• 属性、タグ、環境 77
• 項目のステークホルダーとのコラボレーション 80
• 項目に関するコメント 81
• 日付フォーマット 83
• 項目の複製 84
• フォームの編集 85
• 項目のフォロー 86
• 表示のパーソナライズ 87
• 項目のプレビュー 90
• 項目の他の項目への関連付け 91
• ALMOctaneでのレポート作成 94
• 情報の検索 95
• 項目の履歴の表示 96
• バックログおよび品質モジュールの用途 97

• 要件の定義 97
• 要件とは 97
• 要件とバックログ項目の関係 98
• 要件に関する作業 98
• 作成者モードと管理モード 99
• 作成者モードでの要件定義 100
• 管理モードでの要件定義 101
• タグ、リリース、フィーチャー、不具合、テストと要件の関連付け 102
• WordおよびPDF形式への要件のエクスポート 102

• バックログ管理 103
• ALMOctaneバックログとは 103
• ALMOctaneバックログサイクル 104
• バックログエンティティの用語集 105
• プロジェクト管理フロー 109
• プロダクトバックログの作成 114
• バックログ項目のインポート 119
• リリース計画の設定と管理 124
• リリースとスプリントのワークロード調整 129
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• チームバックログの管理 135
• 担当するストーリーの操作 139
• ボードビューの使用 142
• スプリントの終了および振り返り 147
• テストの作成と実行 150
• リリースの進行状況の分析 150
• アプリケーションモジュールへの項目の割り当て 153

• 品質管理 153
• ALMOctaneでの品質測定 154
• アプリケーションモジュールの操作 154
• アプリケーションモジュールの使用方法 155
• テストの作成と実行 162
• プロダクトの不具合のレポートと追跡 162
• アプリケーション領域の品質分析 165

• パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合 167
• パイプラインとは 167
• ALM Octaneがパイプラインのトポロジを作成する方法 169
• ALMOctaneでのパイプラインの表示 170
• DevOpsCIサーバー統合のフロー 170
• パイプラインの作成と設定 178
• パイプラインの実行と分析 190
• ソースコントロール管理システムにコミットされた変更の追跡 218
• セキュリティの脆弱性の追跡 (テクニカルプレビュー) 232
• パイプライン実行におけるコードカバレッジの追跡 234

• テスト 243
• 手動テストのフロー 244
• 自動テストのフロー (パイプライン) 248
• 手動テストの作成 252
• Gherkinテストの作成 257
• 手動テストとテストスイートのインポート 263
• 手動テストおよびGherkinテストの自動テストへのリンク 269
• テストスイートの作成 270
• 手動テストとGherkinテストの実行 273
• Sprinterでの手動テストの実行と編集 278
• テストスイートの計画と実行 279
• テストスクリプトのバージョンの使用 283
• Gherkinテストの自動化 285
• 自動テストの追加 290
• ALM Octaneからの自動テストの実行 299
• 自動テスト実行結果の分析 302

• 不具合の管理 306
• 不具合のレポート 306
• 不具合の追跡と分析 307
• 別のワークスペースへの不具合のコピー 307

• リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分析 309
• リリース品質の分析 309
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• リリース品質からプロダクト品質への移行 311
• プロダクト品質の分析 312
• パイプラインデータを使用したビルド品質の分析 313
• ユースケースシナリオ:品質分析の実行 315

• ALM Octaneダッシュボードの使用 318
• ダッシュボードとは 318
• ダッシュボードのセットアップ 319
• ウィジェットデータ設定の構成 319
• ダッシュボードウィジェットを使用した分析 321

基本事項
本項では、ALM Octaneの基本的な概念と操作方法について説明します。

トピック 説明

「ALM Octaneエンティティの
用語集」(69ページ)

ALM Octaneのエンティティと、それに対応するシンボ
ルのリスト。

「割り当てられた作業へのア
クセス」(73ページ)

作業項目の個人向けリストを使用して、作業を追
跡および更新します。

「項目のフェーズの進行」(75
ページ)

項目を開発するときに、そのフェーズをクリックで更新
します。

「項目へのファイルの添付」
(76ページ)

エンティティに添付を追加して、作業中の項目を文
書化します。

「属性、タグ、環境」(77ペー
ジ)

属性、タグ、および環境を使用して、項目に識別子
を適用します。

「項目のステークホルダーとの
コラボレーション」(80ページ)

バックログ項目やパイプライン実行の失敗に関連する
他のユーザーと情報交換を行います。

「項目に関するコメント」(81
ページ)

何か伝えたいことがあれば、ALM Octaneの項目にコ
メントを追加します。

「日付フォーマット」(83ペー
ジ)

ALM Octaneの日付形式は、ブラウザーで設定され
ている言語またはロケールによって異なります。

「項目の複製」(84ページ) 新しい項目の作成時に、既存の項目を複製して時
間を節約します。

「 フォームの編集」(85ページ) フォームに含めるフィールドを選択します。
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トピック 説明

「項目のフォロー」(86ページ) 項目をフォローして、進行状況の更新を受け取りま
す。

「表示のパーソナライズ」(87
ページ)

各モジュールで項目をフィルター、ソート、グループ化
し、お気に入りのビューとして設定を保存します。

「項目のプレビュー」(90ペー
ジ)

プレビューペインを使用して、項目に関する基本的な
詳細を表示します。

「項目の他の項目への関連
付け」(91ページ)

項目を相互に関連付けて、項目同士がどのように
影響し合うかを確認します。

「ALM Octaneでのレポート作
成」(94ページ)

レポートを作成して、関係者が情報を表示し分析で
きるようにします。

「情報の検索」(95ページ) ALM Octaneワークスペースまたはグリッドを検索しま
す。

「項目の履歴の表示」(96
ページ)

ALM Octaneの項目の履歴を表示します。

「バックログおよび品質モ
ジュールの用途」(97ページ)

バックログモジュールと品質モジュールの推奨ベストプ
ラクティスの使用。

ALMOctaneエンティティの用語集
このトピックでは、ALM Octaneエンティティとそれに対応する記号の一覧を示します。

このトピックの内容 :

l 「バックログと要件のエンティティ」(69ページ)
l 「テストエンティティ」(71ページ)
l 「設定エンティティ」(72ページ)

バックログと要件のエンティティ

要件フォルダー いくつかの要件を集めたフォルダー。
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要件 要件とは、プロジェクトにおいてその承認と進行状況の追
跡が必要になる要素を指します。たとえば、ビジネスゴー
ル、顧客要求、機能要件などがあります。

要件をテストや不具合にリンクすることで、カバレッジを追
跡できます。

エピック エピックとは、プロダクトまたはプロジェクトの大きなコンポー
ネントまたは目的です。

エピックは、複数のフィーチャーに分割されます。

エピックは、バックログツリーのルートの下に定義します。

フィーチャー フィーチャーとは、中規模の機能的な目標を指します。プ
ロダクトやプロジェクトで計画するアクションや機能をグ
ループ化したものです。

フィーチャーは複数のユーザーストーリー、不具合、品質
ストーリー、テストに分割されます。

フィーチャーは、エピックの下か、またはバックログツリーの
ルートの下に定義します。

ユーザーストー
リー

ユーザーストーリーは、プロダクトのユーザーが実行できるよ
うになるアクションを記述したものです。

ユーザーストーリーは、フィーチャーの下か、またはバックロ
グツリーのルートの直下に定義します。

品質ストーリー 品質ストーリーとは、開発者または品質エンジニアが内
部的に実行されるようにするアクションを記述する場所で
す。たとえば、編集や更新が必要なテストの記述に、品
質ストーリーを使用することができます。

品質ストーリーは、フィーチャーの下に定義するか、バック
ログツリーのルートの直下で定義します。

不具合 不具合は、バグや欠陥を指します。正常に動作しない
アクションや機能には、修正が必要な不具合が存在し
ます。

不具合は、フィーチャーの下で定義するか、バックログツ
リーのルートの直下に定義することが可能です。

タスク タスクとは、ユーザーストーリー、不具合、品質ストーリー
内にあるアクション項目です。タスクは、不具合やストー
リーの実装に必要なアクションを記述します。
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テストエンティティ

手動テスト 手動テストとは、アプリケーションが期待通りに動作すること
を確認するためのテストであり、フィーチャーのほとんどをテス
トすることができます。

手動テストのタイプには、受け入れテスト、エンドツーエンド
テスト、リグレッションテスト、サニティテスト、セキュリティテス
ト、パフォーマンステストなどがあります。

このエンティティは、テスト対象のアプリケーションで実行する
テストステップを表します。

Gherkinテスト Gherkinテストは、手動テストの1つです。Gherkinの構文と
シナリオ構造を使用します。Gherkinテストのサブタイプに
も、受け入れテスト、エンドツーエンドテスト、リグレッションテ
スト、サニティテスト、セキュリティテスト、パフォーマンステスト
などがあります。

このエンティティは、テスト対象のアプリケーションで実行する
シナリオを表します。

テストスイート 一連のテストを1つにまとめたコンテナー。テストスイートに
は、逐次実行される手動テストとGherkinテストのほかに、
CIサーバー上での実行がトリガーされる実行可能な自動
テストを含めることができます。

テストスイートには、それ自体に独立したステップはありませ
ん。

自動テスト 自動テストは、UFT、LoadRunner、LeanFT、
Performance Centerなどの外部ツールで編集および管理
します。自動化およびCIサーバーまたはALMでテストを実
行し、結果をALM Octaneに送信することが可能です。

このエンティティは、外部ツールで格納および保守されてい
るスクリプト (編集不可 )を表します。

実行可能な自動テストは、ALM Octaneでテストスイートの
一部として実行できます。詳細については、「Gitに保存さ
れた自動UFTテストの追加」(292ページ)を参照してくださ
い。

手動テスト実
行

テストの手動実行です。
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Gherkinテスト
実行

Gherkinテストの自動実行です。

テストスイート
実行

テストスイートの実行です。

自動テスト実
行

CIサーバー (JenkinsやTeamCityなど)による自動テストの
実行です。

パイプライン ALM Octaneパイプラインは、CIサーバー上で実行される
ジョブを表すパイプラインステップで構成されます。

ユーザーは、パイプラインを使用してCIサーバーとのインタラ
クションを実行します。たとえば、ALM OctaneはCIサーバー
上で実行された自動テストの結果を収集します。

パイプライン実
行

CIサーバー (JenkinsやTeamCityなど)によるパイプラインの
実行です。

パイプライン実行はビルドで構成されます。これには、失敗
した自動テストや、パイプライン実行に関連するSCMコミッ
トなどの情報を含めることができます。

ビルド ビルドとは、パイプラインステップ実行の結果です。

l パイプライン実行はビルドで構成されます。

l パイプラインステップが自動テストを実行する場合、ビル
ドは自動テスト実行で構成されます。

脆弱性 脆弱性とは、セキュリティテストのスキャンによってコード内で
検出されたセキュリティの問題です。脆弱性のレビュー後
に、関連する不具合を作成してコードを修正するか、問
題を破棄して閉じることができます。

設定エンティティ

リリース リリースとは、ユーザーに一括で提供するアプリケーションの変
更内容をまとめたものです。

リリースは、スプリントまたはマイルストーンに分割できます。
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チーム チームは、1人のチームリーダーと複数のチームメンバーで編
成されます。

ワークスペース管理者は、チームメンバーとチームリーダーを
割り当て、チームをリリースに割り当てることができます。ま
た、チームのベロシティの見積もりも可能です。

割り当てられた作業へのアクセス
自分に割り当てられた作業の追跡と更新には、自分の作業モジュールにある作業項
目の自分専用の予定リストを使用します。

このトピックの内容:

l 「自分の作業モジュールの内容」(73ページ)
l 「自分の項目の管理」(74ページ)
l 「項目の割り当てルールの作成」(74ページ)

自分の作業モジュールの内容

自分の作業モジュールには、次のいずれかが表示されます。

割り当てられ
た項目

新規、進行中、テスト中の各メタフェーズにあるユーザーストーリー、不
具合、品質ストーリー、タスク。

他のメタフェーズの項目を表示するには、フェーズ内の項目を表示
するルールの作成を、ワークスペース管理者に依頼してください。詳
細については、「ルールのセットアップ」(416ページ)を参照してくださ
い。

テスト 新規、デザイン中、レビュー待ちの各メタフェーズにあるテスト、または自
動化のために待機している更新が必要フェーズにあるテスト。

テスト実行 ステータスが計画済み、進行中、ブロックのテスト実行。

メンション付き
コメント

自分のALM Octaneユーザー名に対するメンションを含むコメント。こ
のメンションは、 [コメント ]タブで確認できます。

コメントでメンションされるたびに電子メールを受信するには、ALM
Octane設定メニューでオプションを設定します。詳細については、
「項目のフォロー」(86ページ)を参照してください。
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フォロー中 自分で [フォロー]オプションを設定している項目。更新されたオプショ
ンとフォロー中のオプションは [通知 ]タブで表示されます。

フォロー中の項目の詳細については、「項目のフォロー」(86ページ)
を参照してください。

その他のユー
ザー項目

バックログモジュール内で項目を右クリックし、 [自分の作業に追加 ]を
選択します。選択した項目が自分の作業リストに表示され、編集
できるようになります。

自分の項目の管理

1. 上部のバナーで、 [自分の作業 ] をクリックします。

自分の作業モジュールに項目が追加されると、ALM Octaneで通知 が表示さ
れます。リスト内の項目をクリックすると、数値が1減ります。

2. 自分の作業を管理するには、次の手順を実行します。

アクション 手順

項目の詳細の表示 項目を選択します。次に、以下を実行します。

l 項目のフェーズの変更

l ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合の説
明の更新

l コメントの追加

l 計画済みテスト実行の実行

チームメンバーの項目の表

示 (チームリーダーのみ)
[メンバーの選択 ] ドロップダウンリストで、表示するチー
ムメンバーを選択します。ALM Octaneにより、その
チームメンバーの自分の作業項目が表示されます。

項目の詳細を表示 項目のID番号または項目名をクリックします。

項目の破棄 項目を選択し、右側のペインで [破棄 ]をクリックしま
す。ALM Octaneは、リストからその項目を削除しま
す。

リストで破棄した項目は、ワークスペースルールに応
じてリストに再度割り当てられることがあります。

項目の割り当てルールの作成

ワークスペース管理者の権限が必要です。
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標準設定では、ALM Octaneは項目の所有者の [自分の作業 ]ページにその項目を
表示します。他のユーザーの自分の作業モジュールに項目を表示することも可能です。
これを行うには、ワークスペース管理者が、その項目を該当ユーザーに割り当てるルール
を作成する必要があります。

項目を割り当てるルールを作成するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [エンティティ]タブを選択します。

2. エンティティのリストで、ルールを割り当てるエンティティを選択します。

3. エンティティの詳細で [ルール]タブを選択し、 [+]をクリックします。

4. [ルールの追加 ]ダイアログが開いたら、ルールの詳細を指定します。

[アクション]タブ l アクション: [ユーザーに割り当て]を選択

l 割り当て先: [所有者 ]または [作成者 ]のいずれか
を選択

[条件 ]タブ l フィールド : [フェーズ]を選択

l 演算子: [=]を選択

l フェーズ名 (ラベルなし):リストからフェーズを選択
します。

ルールの操作方法の詳細については、「ルールのセットアップ」(416ページ)を参照してく
ださい。

項目のフェーズの進行
ALM Octaneでは、フェーズを使用して項目の現在の状態を表します。項目の開発で
は、ボタンをクリックするだけでフェーズ間を段階的に進むことができます。

l エンティティのフェーズを変更するには、フェーズを変更する項目の詳細を開きます。
青色のフェーズリンクをクリックして次のフェーズを選択するか、ドロップダウンから別の
フェーズを選択します。

l 要件またはフィーチャーのフェーズを、その詳細にアクセスせずに変更するには、ツリー
でそのエンティティを選択します。右上隅にあるドロップダウンメニューから、別のフェーズ
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を選択します。

別のエンティティを参照した時点、または [詳細 ]タブの [保存 ]ボタンをクリックした時点
で、フェーズは変更されます。

注:エンティティにはそれぞれのワークフローがあります。たとえば、不具合は、新規

>修正中 >修正済み >クローズ候補 >クローズ済み >廃棄というフェーズを進

みます。

ワークスペース管理者がフェーズを設定する方法の詳細については、「ワークフ

ローのフェーズと遷移のセットアップ」(436ページ)を参照してください。

項目へのファイルの添付
エンティティに添付ファイルを追加することで、現在使用している項目をより効果的にド
キュメント化することができます。これにより、その他のユーザーは必要に応じてこの項目
の関連情報を確認することができます。

ファイルを添付するには、次の手順を実行します。

1. 添付を追加する項目を見つけます。

2. [添付 ]タブで、 [添付 ]をクリックします。

3. 添付するファイルを選択します。

ALM Octaneは、次のファイルタイプをサポートしています。

jpg bmp png

word doc docx

msg pdf xml

xls xlsx ppt

pptx zip txt

wmv mp4 m4p

mkv vob log

wrf fbr jpeg
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サポートされるファイルタイプをカスタマイズするには、ATTACHMENTS_FILE_
EXTENSION_WHITE_LIST設定パラメーターを変更します。詳細については、「設
定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー)」(337ページ)を参照してください。

4. [開く]をクリックします。

添付を追加すると、当該項目の [添付 ]タブに添付のサムネイルが表示されます。

グリッドまたはスマートリストビューに、添付を表すペーパークリップのアイコンが表示されま
す。

サイト管理者は添付の使用について、以下の制限を設定することができます。

l エンティティごとの添付の数を制限する。詳細については、「MAX_ATTACHMENT_
COUNT_PER_ENTITY」(351ページ)の下にあるMAX_ATTACHMENT_COUNT_
PER_ENTITY設定パラメーターを参照してください。

l サイトレベルで添付およびその他のファイルのサイズを制限する。詳細については、
「STORAGE_MAX_FILE_SIZE」(355ページ)の下にあるSTORAGE_MAX_FILE_
SIZE設定パラメーターを参照してください。

属性、タグ、環境
属性、タグ、環境を使用することで、識別子を項目に適用することができます。ALM
Octaneでは、各モジュールの [タグ]タブに識別子が表示されます。

このトピックの内容 :

l 「属性 」(78ページ)
l 「タグ」(78ページ)
l 「環境」(79ページ)
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属性

属性とは、特定の項目に関する特性です。属性は各項目タイプで利用可能なALM
Octaneシステムフィールドです。

例:

属性 可能な値

フェーズ 新規、オープン済み、レビュー待ち、準備完了 ...

項目タイプ リリース前、ビジネス...

テストタイプ リグレッション、エンドツーエンド ...

重要度 低、中、緊急 ...

テストツール 手動、Selenium、UFT、LeanFT、StormRunner
Load、StormRunner Functional、LoadRunner ...

実行ステータス スキップ、成功、失敗などのテスト実行に関するネイ
ティブステータス

タグ

タグはユーザー定義の識別子です。

タグには値を指定しません。タグは、項目のラベルやフラグのように使用されます。

例:

l FutureCandidateというタグを作成します。延期する可能性があるユーザース

トーリーまたは不具合にFutureCandidateタグを付けます。

l HighRiskというタグを作成します。多くのフィーチャーに影響を与える可能性が

あるユーザーストーリーにHighRiskタグを付けます。

項目へのタグの適用

項目の [詳細 ]タブで [タグの追加 ]をクリックします。その後、既存のタグを検索して選択
するか、新規のタグの名前を入力してリストに追加します。

ALM Octaneでは、未使用のタグはしばらくするとシステムから削除されます。
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タグに基づく項目リストのフィルター

[タグ]ペインで [タグの追加 ]をクリックします。既存のタグを検索して選択します。

環境

環境は、テスト実行またはテスト実行のパイプラインステップに適用される識別子です。
これらの識別子はカテゴリごとにグループ化され、テストが実行された環境を説明しま
す。

ALM Octaneでは、標準で使用できる環境のリストが用意されています。

例:

環境 例

ブラウザー IE、Firefox、Chrome

OS Android、 iOS、Linux、Win7

DB IBM DB2、Oracle、MSSQL

ディストリビューション Debian、Fedora、RedHat

テスト実行への環境の適用

テスト実行に対して、実行前に環境の詳細を適用します。

計画しているパイプラインステップまたはテストスイート実行の [環境 ]フィールドで、既存
の値を検索して選択するか、新規の環境を入力してリストに追加します。

詳細については、「ステップの設定 :テストおよびテスト実行情報の定義」(186ページ)お
よび「テストスイートの実行」(280ページ)を参照してください。

環境リストの管理

[設定] > [環境リスト ] をクリックします。 ワークスペース管理者、DevOps管理者、または
リーダーの権限が必要です。

カテゴリの追加+または環境の追加 、名前の変更または削除 を行います。

操作を確認すると、項目がすぐに追加または削除されます。名前の変更は、 [環境リス
トの管理 ]ダイアログボックスで [OK]をクリックした場合にのみ保存されます。

既存の項目に適用された環境を削除すると、その環境は非アクティブとマークされます。
非アクティブな環境を新たに他の項目に適用することはできませんが、既存の項目には

ALMOctaneユーザーガイド

基本事項

ALM Octane (12.55.17) 79 / 628ページ



適用され続けます。環境を再アクティブ化するには、非アクティブアイコン をクリックし
ます。

ALM Octaneでは、非アクティブ項目がいずれの項目にも適用されなくなると、システムか
ら削除されます。

例:追加可能な環境には、以下のようなものがあります。

環境 例

テスト目的 ベータテスト、ストレステスト、セキュリティテ
スト

デプロイメント環境 QA、ステージング、運用

ブラウザーのバージョン 9.0、5.0、10.00

オペレーティングシステムのバージョ
ン

7.0、10.00

パッケージ/ディストリビューションタ
イプ

オンプレミス、SaaS、OEM

項目のステークホルダーとのコラボレーション
バックログ項目やパイプライン実行の失敗について、項目の調査、テスト、不具合の
オープンなどを行う場合、その項目に関連する他のユーザーとのコミュニケーションが必
要になることがあります。

新規または既知の問題に関する話し合い、問題の担当者の確認、調査の指示、項
目の優先度の変更についての話し合いなどが可能です。

電子メール: ALM Octaneのエンティティから、他のユーザーに直接電子メールを送信でき
ます。この電子メールには、エンティティに関する情報と、ALM Octaneのエンティティへのリ
ンクが含まれています。

コメント : コメントで他のユーザーについてメンションすると、そのユーザーに通知が送信さ
れ、ユーザーは返答することができます。詳細については、「項目のフォロー」(86ページ)
を参照してください。

チャット :管理者がワークスペースでSlackとの統合をセットアップしている場合、バックログ
項目とパイプライン実行の失敗に対して [Slackチャット ]ボタンが有効になります。詳細
については、「Slackのセットアップ」(593ページ)を参照してください。
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[Slackチャット ]をクリックして、項目のSlackチャンネルを作成するか、既存のチャンネルを
開きます。このボタンを初めてクリックした場合、Slackは認証を要求します。これ以降の
Slackチャットでは、認証は要求されません。

l バックログ項目で、 [詳細 ]タブの [Slackチャット ]をクリックします。ALM Octaneは、この
項目の作成者および所有者が参加するSlackチャンネルを開きます。

l 失敗したビルドまたはテスト実行があるパイプライン実行で、 [失敗分析 ]タブの [Slack
チャット ]をクリックします。ALM Octaneによって、パイプライン実行に含まれているコミッ
トを実施した全ユーザーが参加するSlackチャンネルが開かれます。

管理者がSlackチャンネルでのALM Octaneデータ公開を承認すると、ALM Octaneは
バックログ項目からチャンネルに情報を送信します。

項目に関するコメント
何か伝えたいことがある場合は、任意のALM Octane項目にコメントを追加します。

項目に関してコメントするには、次の手順を実行します。

1. 項目のALM Octaneウィンドウの右上隅にある をクリックします。

2. コメントを入力して、書式を設定します。

ヒント : コメントに絵文字を追加します。コロン (:)を入力すると、利用可能な

絵文字のリストが表示されます。
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3. コメントで他のユーザーにタグ付けを行う場合は、次のいずれかの操作を実行しま
す。

l 「@」とユーザー名のアルファベットを入力します。

l [画像の挿入 ] ドロップダウン から [会話に参加者を追加 ]アイコン をクリックし
て、ユーザー名の入力を開始します。

ユーザーリストが表示されます。
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リストからユーザーを選択します。ALM Octaneユーザー名への接続が挿入されま
す。

ALM Octaneによって、自分の作業モジュールのコメントタブにコメントが追加されま
す。ユーザーはALM Octaneタイトルバーで警告を受けます。詳細については、「割
り当てられた作業へのアクセス」(73ページ)を参照してください。

4. [追加 ]をクリックします。

他のユーザーからのコメントを削除することはできません。自分のコメントを削除するに
は、選択したコメントの右上隅にあるXをクリックします。

日付フォーマット
ALM Octaneの日付形式は、ブラウザーで設定されている言語またはロケールによって
異なります。

日付の形式が想定される形式ではない場合は、ブラウザーの言語またはロケール設定
を確認してください。
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項目の複製
新規項目を作成するときに、ユーザーストーリー、要件、不具合、手動テスト、および
Gherkinテストのエンティティを複製することで、時間を節約することができます。複製
は、たとえば複数のリリースやバージョンで不具合を修正する必要がある場合に役立ち
ます。

このトピックの内容:

l 「項目の複製方法」(84ページ)
l 「要件の複製」(84ページ)

項目の複製方法

l エンティティを右クリックして、 [複製 ]を選択します。グリッドの上に新規エンティティが表
示されます。

l エンティティの [詳細 ]タブで [複製 ]をクリックします。新規エンティティの詳細に自動
的に移動します。

新規エンティティはコピー～<元のエンティティ名>という名前が付けられます。新規エンティ
ティのフェーズは新規で、作成者は元のエンティティを複製したユーザーです。

以下の表では新規エンティティにコピーされる要素とコピーされない要素を示していま
す。

コピーされるもの l 共通フィールド -これはエンティティタイプによって異なります。
ユーザー定義フィールド (UDF)は常にコピーされます。

l 添付

l タスク

コピーされないも
の

l コメント

l 履歴

l テスト実行と古いバージョン

ヒント :また、不具合を別のワークスペースにコピーすることで、複製することができ

ます。詳細については、「不具合の管理」(306ページ)を参照してください。

要件の複製

要件を複製するときは、新規要件は元の要件の兄弟要件となり、その子孫要件は含
まれません。

要件ドキュメントエンティティのみが複製可能で、要件フォルダーは複製できません。
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次のステップ
l 「基本事項」(68ページ)
l 「不具合の管理」(306ページ)
l 「要件の定義」(97ページ)

フォームの編集
フォームに含まれるフィールドを選択することができます。

たとえば、新規のユーザーストーリーを作成するときに、標準設定では表示されない所
有者フィールドを表示されるようにしたい場合があるとします。その場合、このフィールド
が常に含まれるように、ユーザーストーリーのフォームをカスタマイズすることができます。同
様に、作業と関係がないフィールドを非表示にすることもできます。

フォームを編集するには、次の手順を実行します。

1. 不具合、ユーザーストーリー、テストなどのエンティティを作成または編集します。

2. フォームの右上隅にある [フィールドのカスタマイズ] ボタンをクリックします。

3. チェックボックスを使用して、フィールドをフォームに追加するか、フォームから削除しま
す。標準設定フィールドを変更する場合、 [フィールドのカスタマイズ]ボタンにはオレン

ジ色のインジケーターが表示されます 。

4. 標準設定フィールドを復元するには、 をクリックしてから、 [リセット ]をクリックしま
す。

注 :

l フォーム内で追加したすべてのフィールドが [詳細 ]の見出しの下に表示されます。

l 新規項目の作成と項目の編集のために、それぞれ別のフォームをカスタマイズするこ
とができます。

l カスタマイズの内容は、同じフォームを開くたびに適用されます。

l カスタマイズは、それを行ったユーザー固有のものであり、他のユーザーに影響を与え
ることはありません。

参照情報 :
管理者が標準設定フォームの設定を定義する方法の詳細については、「フォームのデ
ザイン」(403ページ)を参照してください。
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項目のフォロー
項目をフォローして、開発サイクル全体にわたりその進行状況を追跡し、最新情報を
受け取ります。ALM Octaneは、いずれかのユーザーが項目を更新したときに、その変更
について通知します。

要件、エピック、フィーチャー、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合、タスク、パイ
プライン、テストスイート、またはテストをフォローします。

項目をフォローするには、次の手順を実行します。

1. 関連モジュールから、選択した項目を開きます。

2. 項目のタイトルバーで、 [フォロー]ボタンをクリックします。このボタンをクリックすると、そ
のボタンが変わり、現在その項目をフォローしていることを示します。

3. [フォロー中 ]ボタンの下矢印をクリックして、フォロー対象を選択します。

選択項目 ALM Octaneが通知をするタイミング

属性変更 他のユーザーが属性値を変更したとき
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新規添付 他のユーザーが添付を追加または更新したとき

計画変更 他のユーザーが項目のリリースまたはスプリントの値を更新し
たとき

新規コメント 他のユーザーがコメントを追加したとき

コメントに自分宛のメンションがある場合、通知オプションを
個別に設定します。

フェーズ変更 他のユーザーが項目のフェーズを更新したとき

注:パイプラインから [フォロー]ボタンをクリックすると、失敗した実行にユーザー

のコミットが関係している場合、ユーザーのテストが失敗した場合、またはパ

イプライン実行が失敗した場合に通知を受け取ることができます。

4. ALM Octaneからの更新の通知方法を指定します。

l 電子メールによる通知: ALM Octaneからユーザーの電子メールに通知が送信され
ます。

l 自分の作業内の通知:自分の作業モジュールの [通知 ]タブに通知が追加されま
す。

5. コメントに自分宛のメンションがある場合に電子メールを受け取るには、次の手順を
実行します。

a. ALM Octaneのタイトルバーで、 [設定 ]ボタン をクリックします。

b. メニューで、 [コメントに自分宛のメンションがあれば電子メールで通知 ]オプションのトグ
ルスイッチをアクティブにします。

この設定は、標準設定では [オン]に設定されています。

このオプションを有効にしない場合、自分の作業モジュールの [コメント ]タブにコメ
ントが追加されます。

表示のパーソナライズ
各モジュールで項目をフィルター、ソート、グループ化し、お気に入りのビューとして設定を
保存します。

フィルター

モジュールで表示する項目をフィルターします。

フィルタータイプ 説明
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リリース/スプリン
トのコンテキス
ト

バックログおよびチームバックログモジュール:リリースおよびスプリントのコ
ンテキストを選択します。

フィルターバー
をクリックしてフィルターペインを開きます。

フィールドを選択し、フィールドの値に基づくフィルター条件を定義し
ます。AND演算子またはOR演算子を使用して、フィルター条件に
フィールドを追加します。

クロスフィルター:一部のフィールドでは、クロスフィルターを定義できま
す。たとえば、項目をフェーズでフィルターし、さらに、指定の日付より
前にフェーズが変更された項目をフィルターすることができます。

クロスフィルターがサポートされているフィールドには、このボタン
が表示されます。

メモフィールドや長い文字列フィールドではフィルターできません。

子孫の表示 バックログおよび品質モジュール:

l 直接の子孫だけを表示:バックログまたはアプリケーションモジュール
ツリーで選択したノードの子のみを表示します。

l すべての子孫の表示:選択したノードの子孫をすべて表示します。

タグ 右側にある [タグ]ペインで、フィルターに使用するタグを選択します。
タグには、プロジェクトで定義されたカスタムタグが含まれます。 [タグ]
ペインには、チーム、フェーズ、重大度といったシステムフィールドの
フィールド値もいくつか表示されます。

ヒント : タグまたはフィールド値をフィルターから除外するには、右クリッ
クします。

グリッドカラムの選択

グリッドビューで をクリックし、グリッドで表示するカラムを選択します。

目的の位置まで、カラムをドラッグします。

ソート

グリッドビューでカラム見出しをクリックすると、そのフィールドの値で項目がソートされます。

l もう一度クリックすると、ソート順が逆になります。

l 別のフィールドをShiftキーを押しながらクリックすると、そのフィールドでサブソートされま
す。

ALMOctaneユーザーガイド

基本事項

ALM Octane (12.55.17) 88 / 628ページ



グリッドビューとスマートリストビューで [ソート ]ツールバーボタンをクリックし、ソートに使用する
フィールドを選択します。

l ソートとサブソートに使用するフィールドは、3つまで選択できます。

l 選択した各フィールドの方向アイコンをクリックすると、ソート順が逆になります。

メモフィールド、長い文字列フィールド、複数選択フィールドではソートできません。

グループ化

をクリックし、グループ化に使用するフィールドを選択します。グループ化とサブグルー
プ化に使用するフィールドは、3つまで選択できます。

ビューをソートした場合、各グループ内の項目もそれに応じてソートされます。

次のフィールドでグループ化できます。

l タイプが文字列、リスト、リリース、チーム、ユーザーのシステムフィールド。

l タイプがリスト、リリース、チーム、ユーザーのユーザー定義フィールド。

複数選択フィールドでもグループ化できます。

お気に入り

モジュールの表示設定は、お気に入りビューとして保存できます。お気に入りには、フィ
ルター、選択したカラム、ソート順、グループ化の設定が保存されます。

お気に入りは、モジュールごとに保存されます。お気に入りの設定は、すべてのユーザー
または選択したチームと共有できます。

上部のバナーで、 [お気に入り] メニュー を開きます。

既存のお気に入りを保存または読み込んだ後で表示設定を変更すると、お気に入り

のアイコンが に変わります。

[お気に入り] メニューで [お気に入りの更新 ]を選択すると、現在の設定が再びお気に入
りに保存されます。
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項目のプレビュー
ALM Octaneのモジュールでの作業時に、 [プレビュー]ペインを使用して、項目の基本的
な詳細情報を表示できます。

プレビューでは、次の操作を実行できます。

l 項目の説明を編集する

l 項目にタグを付ける

l 選択した項目のフェーズを変更する

l コメントを追加する

項目をプレビューするには、次の手順を実行します。

1. グリッドで項目を選択します。

2. 右側のペインで [プレビュー]タブを選択します。

テストをテストスイートに追加する場合やテストに不具合を追加する場合など、別の項
目内で項目を選択する際にもプレビューを利用できます。
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項目の他の項目への関連付け
項目を相互に関連付けることで、カバレッジを高め、項目同士がどのように影響し合う
かを知ることができます。ALM Octane項目の [関係 ]タブには、項目間の関係がグラ
フィック表示されます。

ALM Octaneは、テストとその実行間のリンクなど、一部の関係を自動生成します。

このトピックの内容:

l 「項目の関連付け」(91ページ)
l 「例」(91ページ)
l 「関係のタイプ」(92ページ)

項目の関連付け

1. 任意のALM Octane項目で、 [関係 ]タブをクリックします。

現在の項目にリンクされているすべての項目がグラフィック表示されます。

タイプが同じ複数の項目が現在の項目に関連している場合、ALM Octaneは項
目をグループ化します。

2. ツールバーで [関係の追加 ]をクリックし、リンクする項目のタイプを選択します。

3. 表示されたリストから項目を選択し、 [追加 ]をクリックします。

例

テスト l バックログモジュールで、カバレッジを追跡するために、ユーザース
トーリーまたはフィーチャーにテストを関連付けます。

l テスト実行中に不具合をレポートします。マニュアルランナーの使
用中に作成した不具合は、テストへと自動的に関連付けられま
す。

l テストとそのリンク先のテストスイートとの関係を表示します。
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テストスイート l ユーザーストーリーまたはフィーチャーをテストスイートに関連付けま
す。

l テストスイートと他の項目との関係を表示します。関連するテスト
を一覧表示するには、 [テスト ]タブを選択します。

実行 l 実行中に不具合をレポートしなかった場合でも、不具合を実行
に関連付けられます。

l テストを実行すると、対応するテスト実行がそのテストに関連付け
られます。

不具合 l 品質モジュールで、不具合を自動テストに関連付けます。

l 不具合を相互に関連付けます。

関係のタイプ

ALM Octane内で、各項目間の関係は、項目のタイプによって異なります。

エンティティ 関係の説明

要件 l 要件 (トレース先): この要件の結果として作成された要件。

l 要件 (トレース元): この要件を開く原因となった要件。

l リンクされたフィーチャー: この要件にリンクされたフィーチャー。

l リンクされた不具合: この要件に関連する不具合。

l リンクされた手動テスト :要件のテストに含まれる手動テスト。

l リンクされたテストスイート :要件のテストに含まれるテストスイート。

l リンクされたGherkinテスト :要件のテストに含まれるGherkinテス
ト。

l リンクされた自動テスト :要件のテストに含まれる自動テスト。

エピック l エピック (トレース先): このエピックの結果として作成されたエピック。

l エピック (トレース元): このエピックを開く原因となったエピック。
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フィーチャー l カバーする手動テスト /Gherkinテスト : このフィーチャーの機能をカ
バーするテスト。

l カバーする自動テスト : このフィーチャーの機能をテストする自動テ
スト。

l カバーするテストスイート : このフィーチャーの機能をテストするテスト
スイート。

l フィーチャー (トレース先): このフィーチャーの結果として作成された
フィーチャー。

l フィーチャー (トレース元): このフィーチャーを開く原因となったフィー
チャー。

l カバーする要件: このフィーチャーに関連付けられた要件。

ユーザーストー
リー/品質ス
トーリー

l リンクされた不具合: このユーザーストーリーに関連する不具合。

l カバーする手動テスト /Gherkinテスト : このユーザーストーリーの機能
をテストするテスト。

l カバーする自動テスト : このユーザーストーリーの機能をテストする
自動テスト。

l カバーするテストスイート : このユーザーストーリーの機能をテストす
るテストスイート。

l ユーザーストーリー (トレース先): このユーザーストーリーの結果として
作成されたユーザーストーリー。

l ユーザーストーリー (トレース元): このユーザーストーリーを開く原因と
なったユーザーストーリー。

不具合 l リンクされたユーザーストーリー: この不具合の影響を受けるユー
ザーストーリー。

l リンクされた手動実行: この不具合のレポート時に実行中だった
手動テスト実行。

l リンクされた自動実行: この不具合のレポート時に実行中だった
自動テスト実行。

l リンクされたGherkin自動実行: この不具合のレポート時に実行中
だったGherkinの自動実行。

l リンクされたスイート実行: この不具合のレポート時に実行中だった
スイート実行。

l 不具合 (トレース先): この不具合の結果として作成された不具
合。

l 不具合 (トレース元): この不具合を開く原因となった不具合。

l リンクされた要件 :この不具合が添付されている要件。
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手動テスト
Gherkinテスト
テストスイート

l カバーされるユーザーストーリー: このテスト (スイート )がカバーする
ユーザーストーリー。

l カバーされるフィーチャー: このテスト (スイート )がカバーするフィー
チャー。

l カバーする自動テスト : このテストと全体的にステップが同じであり、
このテストに結びつけられている自動テスト。

l カバーされる要件: このテストに関連付けられた要件。

手動実行
自動実行

リンクされた不具合: この手動実行中に検出された不具合。

自動テスト l カバーされるユーザーストーリー: この自動テストがカバーするユー
ザーストーリー。

l カバーされるフィーチャー: この自動テストがカバーするフィーチャー。

l カバーする自動テスト : このテストと全体的にステップが同じであり、
このテストに結びつけられている自動テスト。

l カバーされる要件: このテストに関連付けられた要件。

手動実行
スイート実行
自動実行

リンクされた不具合: この実行の実行中に作成された不具合。

ALMOctaneでのレポート作成
作業中、ALM Octaneのデータを使ったレポート作成が必要になることがあります。レ
ポートを作成することで、さまざまなユーザーが関連情報を確認し、分析を行うことがで
きます。

このトピックの内容:

l 「ダッシュボードビューの作成」(94ページ)
l 「項目のフィルターとエクスポート」(95ページ)
l 「REST APIを使用した項目の取得」(95ページ)

ダッシュボードビューの作成

ALM Octaneダッシュボードにウィジェットを追加して、リリースとプロダクトの品質分析を
実行します。必要なグラフとレイアウトを設定します。次に、設定を非公開または公開
のお気に入りとして保存します。

ダッシュボードの使用方法の詳細については、「ALM Octaneダッシュボードの使用」
(318ページ)を参照してください。
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項目のフィルターとエクスポート

ALM Octaneの各モジュールで、関連する項目の表示に使用するフィルターを作成しま
す。

フィルターを設定したら、自分やチームのお気に入り、または公開のお気に入りとしてフィ
ルターを保存します。

この情報を共有するには、ツールバーの [Excelにエクスポート ]ボタン をクリックし、表
示された項目をExcelファイルにエクスポートします。また、一部のダッシュボードグラフで
は、メニューボタンをクリックして [レポートのエクスポート ]を選択すると、項目がグラフで強
調表示されます。

REST APIを使用した項目の取得

ALM Octane REST APIを使用してバックログの項目、テスト、テストスイートに関する情
報を取得します。

ALM Octaneが項目のデータをAPIクライアントに送信するので、ツールを使って必要な
データを抽出します。

詳細については、ヘルプセンターのDeveloper Helpを参照してください。

情報の検索
項目が見つからない場合は、ALM Octaneワークスペースまたはグリッドを検索します。

このトピックの内容:

l 「プロジェクトでのグローバル検索の使用」(95ページ)
l 「グリッドまたはツリーのコンテキスト検索」(96ページ)

プロジェクトでのグローバル検索の使用

グローバル検索を使用して、現在のALM Octaneワークスペースのすべての領域を検索
します。

グローバル検索を実行するには

ALM Octaneタイトルバーの [すべて検索 ]フィールド に文字列を入力します。必要
に応じて、検索対象を項目タイプで絞り込みます。
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グリッドまたはツリーのコンテキスト検索

特定のグリッドまたはモジュールツリーで作業している場合は、コンテキスト検索で項目
を検索します。

コンテキスト検索を実行するには

グリッドツールバーの中またはツリーの上にある [コンテキスト検索 ]フィールドまたは検索

フィールドに文字列を入力します。文字列と一致する項目が、グリッドまたはツリーに表
示されます。

ALM Octaneで [コンテキスト検索 ]フィールドが表示されないことがあります。これは、項目
がグリッド内でグループ化されているなどの、表示設定によるものです。

項目の履歴の表示
多くのALM Octane項目に関する履歴を表示します。

項目で [履歴 ]タブをクリックして、以下を表示します。

日付 各セットの変更日。最新の変更は上部に記載されます。

ユーザー 変更を行ったユーザーの名前。

l APIによって変更が行われた場合は、その変更を行った認証ユー
ザー。

l ルールによって変更が行われた場合は、そのルールを実行した
ユーザー。

l オンプレミス:サイト管理者が変更を行った場合は、標準設定で
ある@System User (サイト管理者ユーザーの名前が変更されて
いる場合があります)。

変更セット 同時に行われる変更セット。

注: SaaS: [履歴 ]タブの作成日時が [詳細 ]タブの [作成日時 ]フィールドと異なる

場合、 [作成日時 ]フィールドはALM Octane内のエンティティの実際の作成日時

を表しています。たとえば、ALMで項目が作成され、1週間後にALM Octaneと
同期された場合、 [作成日時 ]フィールドでは1週間前の当初の作成日時が表

示されます。履歴には、項目がALM Octaneで作成された日が表示されます。
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バックログおよび品質モジュールの用途

バックログモジュール 品質モジュール

バックログは、特定のリリースを管理し、そ
の品質を分析するのに使用します。

品質は、プロダクト全体の品質の分析に
使用します。

バックログは、リリースのコンテンツの新しい
フィーチャーのテストに使用します。リリー
スが利用可能になった後で、アプリケー
ションモジュールにテストを関連付けて、プ
ロダクトのテスト全体に組み込むことがで
きます。

品質は、プロダクトのエンドツーエンドのク
ロスフィーチャーテストや、リグレッションテス
トなどのために使用します。

開発QAテスト担当者は、リリースの品質
を管理するために、一般的にバックログモ
ジュールで作業します。

QAテスト担当者は、プロダクトの品質を
管理するために、一般的に品質モジュー
ルで作業をします。

要件の定義
要件モジュールは、概念定義からデリバリまで、プロジェクトのあらゆる面を文書化し、
追跡するための中心となるリポジトリです。これには、ビジネスゴール、顧客の要求、機
能要件、承認や進捗の追跡が必要になるその他の要件が含まれます。

このトピックの内容:

l 「要件とは」(97ページ)
l 「要件とバックログ項目の関係」(98ページ)
l 「要件に関する作業」(98ページ)
l 「作成者モードと管理モード」(99ページ)
l 「作成者モードでの要件定義」(100ページ)
l 「管理モードでの要件定義」(101ページ)
l 「タグ、リリース、フィーチャー、不具合、テストと要件の関連付け」(102ページ)
l 「WordおよびPDF形式への要件のエクスポート」(102ページ)

要件とは
要件は、開発手法に応じて、リリースの概要や正式なドキュメントとして定義できます。

要件をテストや不具合にリンクすることで、それぞれの要件のカバレッジを指定できま
す。チームが要件とバックログの両方を使用して作業する場合は、この2つを相互にリン
クすることで、どの要件がどのバックログ項目で実装されているかを示すことができます。
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たとえば、宇宙飛行士を火星に送り込んだ後、地球に帰還させるという要件の場合、
バックログは膨大な数の詳細なフィーチャー、ユーザーストーリー、タスクで構成されるで
しょう。

また、単に成果物を定義するだけでなく、ビジネス関連情報の文書化にも要件を使用
することができます。この場合、ビジネス目標、エグゼクティブブリーフ、リスク要因、市場
機会などを、要件として入力することが可能です。

要件とバックログ項目の関係
ユースケースの視点から考えると、バックログモジュールはプロジェクト管理を重視したモ
ジュールだといえます。バックログ項目は、エピック、フィーチャー、ストーリーの階層で定義
されます。チームごとに異なるバックログ項目が作成されます (バックエンドとクライアント
など)。

要件には階層化されたタスクではなく、最終的なデリバリの内容を表す全体的なストー
リーが含まれます。たとえば、「多言語サポート」という要件を定義する場合、その定義
がバックログ内にある10個の異なる項目に関連付けられることも考えられます。

この違いは、モジュールを使用するユーザーにも表れます。バックログ項目はプロジェクト
オーナーまたはPMOが作成するのに対して、要件はビジネスアナリストまたはPMが作成
します。

テストカバレッジの観点から、バックログと要件の作業を同時進行させることができます。
または、品質の実装を反映させるモジュールを1つ選択し、そのモジュールにテストをリン
クすることも可能です。

要件に関する作業
最初の手順として、要件の概要を示すフレームワークを作成します。ここに子要件を追
加することで管理可能な単位へと分割し、チームメンバーがそれぞれの目的を理解で
きるようにします。要件は、目標、ユースケース、セキュリティ効果、パフォーマンスの変更
といった従来の方法で構成することも可能です。

それぞれの要件は、リリース、タグ、テスト、不具合、フィーチャーに関連付けることができ
ます。

要件ツリー (左側のペイン)には、フォルダーと要件の階層構造が表示されます。
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要件ツリー内では、必要に応じて要件をドラッグアンドドロップできます。ALM Octane
は、フォルダーを緑または赤で表示し、要件をその場所にドロップできるかどうかを示しま
す。最上位の要件は、その要件の親フォルダーから別の場所に移動することはできませ
ん。子要件は、別の親要件の下位に移動することができます。

作成者モードと管理モード
要件モジュールは、作成者モードと管理モードという2つのモードで操作できます。いず
れのモードでも同じ内容が表示されますが、表示方法や実行できる機能は異なりま
す。

作成者モード

作成者モードでは、ドキュメントビューで要件を定義できます。親要件の詳細をすべて
定義した後、同じドキュメントに子要件とその詳細を追加します。作成者モードでは、
図、表、画像、リンクの追加といったリッチテキスト機能を使用できます。

作成者モードでは、要件に含まれる最上位の要件から最下位の子までを、単一のド
キュメントで表示します。ドキュメント内の番号は、要件の階層 (1、1.1、2など)を表し
ています。最上位の要件のタイトルが、ドキュメントのタイトルになります。
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管理モード

管理モードでは、バックログモジュールと同じようなグリッドを使って要件の作成や操作を
行います。各要件はグリッド内の項目として表示されます。右側の [プレビュー]ペインを
使用して1つ以上の要件を操作できます。

要件を入れるコンテナーフォルダーを作成し、そこに子の要件を追加することが可能で
す。グリッドビューでは、項目にフィルターを適用し、一括で操作を実行することもできま
す。

作成者モードでの要件定義
作成者モードでは、リッチテキストのドキュメントビューで詳細な要件を定義します。

1. 要件モジュールのタイトルバーで、 [作成者 ]を選択します。

2. 要件ツリーでフォルダーを選択し、 [+]をクリックして要件を追加します。必要に応じ
てフォルダーを作成します。

3. [要件の追加 ]ダイアログボックスに要件の詳細を入力します。説明では、テキストエ
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ディターを使用して書式を設定したり、表、画像、リンクを追加したりすることができ
ます。

最上位の要件の定義が完了すると、その要件が右側のペインにドキュメントとして
表示されます。作成者モードでは、要件に含まれるすべての内容が1つのドキュメン
トとして表示されますが、子要件と兄弟要件は別のボックスで管理されます。要件
間でマウスを動かすと、点線が表示され、追加で実行可能な操作が提示されま
す。

4. 右側のペインで子要件を作成するには、既存の要件の下にある [子の追加 ]をクリッ
クします。兄弟を追加するには、既存の要件の下にある [兄弟の追加 ]をクリックしま
す。

たとえば、1という番号が割り当てられている要件に子を追加すると、新たに作成さ
れた子要件には1.1という番号が割り当てられます。兄弟を追加すると、2が割り当
てられます。

5. [保存 ]をクリックして変更を保存します。または、別の画面に移動すると、変更内
容が自動的に保存されます。

管理モードでの要件定義
管理モードでは、グリッドビューで要件を定義し、 [プレビュー]ペインで操作を実行しま
す。

1. 要件モジュールのタイトルバーで、 [管理 ]を選択します。

2. 要件ツリーでフォルダーを選択し、 [+]をクリックして要件を追加します。必要に応じ
てフォルダーを作成します。

または、 [子 ]タブを選択し、 [+ 要件 ]をクリックします。

3. [要件の追加 ]ダイアログボックスに要件の詳細を入力します。説明では、テキストエ
ディターを使用して書式を設定したり、画像やリンクを追加したりすることもできま
す。

4. ツリーで要件を選択します。右側のペインでは次の操作を実行できます。

l [詳細] タブ。要件の詳細を表示し、要件をリリースに割り当てます。

l [子] タブ。 [プレビュー]ペインで、子要件の表示、子要件の追加、要件に対する
操作を実行します。

l [テスト ] タブ。手動テスト、Gherkinテスト、テストスイートを要件に割り当て、 [プレ

ビュー]ペインで進行状況を追跡します。

l [不具合] タブ。要件に不具合を割り当て、進捗状況を追跡します。
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タグ、リリース、フィーチャー、不具合、テストと要件の
関連付け
作成者モードでは、 [プレビュー]ペインで要件を選択してタグを割り当てることができま
す。

要件の詳細を表示し (いずれのモードでも可能 )、 [詳細 ]タブでタグとリリースを割り当て
ることができます。 [関係 ]タブでは、フィーチャー、不具合、テストに要件を関連付けるこ
とができます。

WordおよびPDF形式への要件のエクスポート
法務文書の作成、組織内での要件の共有など、さまざまな目的のために、要件を
WordまたはPDFファイルにエクスポートすることができます。

サポートされるバージョン: Acrobatバージョン11.0.23以降。

要件を選択し、ツールバーの [Wordにエクスポート ] または [PDFにエクスポート ] をクリッ
クします。ALM Octaneは、選択した要件の階層に基づいて、WordファイルまたはPDF
を作成します。

制限事項 :

l Linuxサーバーからのエクスポートでは、東アジア言語はサポートされていません。

l ALM Octaneでは、まったく同じスタイルを持つファイルをWordまたはPDFで自動生成
することはできません。特定のフォントとサイズで出力を生成したい場合は、ALM
Octaneで関連する領域を選択し、特定のフォントとサイズをテキストに適用してから
エクスポートしてください。
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l 表のエクスポートでは、ALM Octaneのスタイルではなく、WordおよびPDFでデフォルト
設定されている表スタイルが適用されます。

l 表や画像の幅が非常に広い場合、正しくエクスポートされないことがあります。A4の
幅を超える表や画像は、端が欠けた状態でエクスポートされます。

参照情報 :
l 「バックログ管理」(103ページ)

バックログ管理
バックログおよびチームバックログモジュールは、プロダクト開発の管理、開発項目のラン
ク付け、開発サイクルの計画で使用されます。

このトピックの内容:

l 「ALM Octaneバックログとは」(103ページ)
l 「ALM Octaneバックログサイクル」(104ページ)

ALMOctaneバックログとは
バックログとは、プロダクト開発で操作する項目のリストです。ALM Octaneでは、バックロ
グモジュールでバックログを管理します。

バックログモジュールには、次の項目が含まれています。

l エピックとフィーチャーの階層を含むツリー。リリースに関係なく表示されます。

l エピック、フィーチャー、バックログ項目、テストの各タブが付いたグリッド。グリッドに表
示される項目は、ツリーで選択された項目と任意のフィルターに基づいて更新されま
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す。

バックログモジュールは、次の作業に使用します。

l エピック、フィーチャー、ユーザーストーリー、品質ストーリーの作成

l 開発、テスト、アプリケーションの展開中に発生した問題に対する不具合のオープン

l 項目のランク付けと開発サイクルの計画

l エピック、フィーチャー、ユーザーストーリーおよび品質ストーリー、不具合に対するテス
トの追加

l リリースとスプリントの開発進捗状況の追跡

ALMOctaneバックログサイクル
ALM Octaneでバックログを操作する場合は、次の作業フェーズに従ってください。

プロダクトバックロ

グの作成

エピック、フィーチャー、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具
合、テストを追加します。リストの作成または更新が完了したら、
各項目をランク付けします。

詳細については、「プロダクトバックログの作成」(114ページ)を参
照してください。

リリースの計画 フィーチャー、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合を特定
のリリースに割り当てます。さらに、それらをスプリントとチームに割り
当てます。

詳細については、「リリース計画の設定と管理」(124ページ)を参
照してください。
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チームバックログの

管理

作業を担当するチームメンバーを選択します。チームの作業中
に、進捗状況を追跡します。

詳細については、「チームバックログの管理」(135ページ)を参照し
てください。

担当するストー

リーの操作

自分に割り当てられた項目を探し、タスクを追加して、進行状況
を更新します。

詳細については、「担当するストーリーの操作」(139ページ)を参
照してください。

テストの作成と実

行

項目の開発中に、項目が期待どおりに動作することをチェックす
るテストを追加します。

詳細については、「テストの作成と実行」(150ページ)を参照してく
ださい。

進行状況の追跡 バックログモジュール全体の進捗状況を表示します。

詳細については、「リリースの進行状況の分析」(150ページ)を参
照してください。

アプリケーションモ

ジュールへの項目

の割り当て

項目をアプリケーションモジュールに割り当て、アプリケーションの品
質を評価します。

詳細については、「アプリケーションモジュールへの項目の割り当
て」(153ページ)を参照してください。

参照情報 :
l 「バックログおよび品質モジュールの用途」(97ページ)
l 「バックログエンティティの用語集」(105ページ)
l 「プロダクトバックログの作成」(114ページ)

バックログエンティティの用語集
バックログモジュールでは、数多くのタイプの項目を使用します。

このトピックの内容:

l 「バックログのルート」(106ページ)
l 「エピック」(106ページ)
l 「フィーチャー」(106ページ)
l 「バックログ項目」(107ページ)
l 「ユーザーストーリーと品質ストーリー」(107ページ)
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l 「不具合」(108ページ)
l 「タスク」(108ページ)
l 「テスト」(108ページ)

バックログのルート

バックログのルートは、バックログの最上位のポイントです。バックログのルートは、特定の
エピックやフィーチャーには関連付けられませんが、すべてのバックログ項目のコンテナーと
して機能します。

このルートは、バックログモジュールのバックログツリー階層の最上位に位置します。

エピック

エピックは、プロダクトの機能の概要を表す領域です。この領域は、プロダクト開発の最
上位の目的です。

エピックは、バックログツリーのルートの下に定義します。

例:
オンラインストアの場合、ワークスペースには次のようなエピックが入る可能性

があります。

l Music Store
l Billing Module
l Security Compliance

エピックはリリースの影響を受けません。

フィーチャー

フィーチャーは、アプリケーションに含まれる機能です。

ALM Octaneは、2種類のフィーチャーをサポートします。

l 顧客に対応する変更のためのビジネスフィーチャー

l システムに必要な変更のためのアーキテクチャーフィーチャー

フィーチャーは、エピックの下か、またはバックログツリーのルートの下に定義します。

例:
Music Storeエピックには、次のビジネスフィーチャーが含まれています。

l アルバム選択 (Albumデータベースで)
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l 選択された曲の再生 (アプリケーションのSong Playbackセクションで)
l 曲の購入 (Shoppingセクションで)
Music Purchaseフィーチャーをサポートするには、Secure Browsingフィーチャーを

開発する必要があります。

フィーチャーはリリースに割り当てることができます。

バックログ項目

バックログ項目は、ユーザーストーリー、品質ストーリー、および不具合を含む総称です。

ユーザーストーリーと品質ストーリー

フィーチャーには、ユーザーストーリーと品質ストーリーを追加します。これらのユーザーストー
リーは、(顧客対応または社内の)具体的機能です。

l ユーザーストーリーは、顧客に対応する機能やユーザーが実行するアクションを説明し
ます。

l 品質ストーリーは、開発者やテストエンジニアが行う内部作業を説明します。これらの
項目は、プロダクトの顧客対応機能には影響しません。

ユーザーストーリーと品質ストーリーは、ユーザーが割り当てない場合でも、常にフィー
チャーに関連付けられます。

注:ユーザーストーリーと品質ストーリーはバックログモジュールの [バックログ項目 ]タ
ブに表示されます。

ただし、ユーザーストーリー、不具合、および品質ストーリーは、ストーリーと総称さ

れています。ストーリーのデータを表示するようにALM Octaneダッシュボードグラフを

設定すると、ユーザーストーリー、品質ストーリー、および不具合の詳細がそのグ

ラフに含まれます。

例:
たとえば、Album Databaseフィーチャーには、次のようなユーザーストーリーが含

まれる可能性があります。

l ユーザーは、曲を友達に勧めることができます。

l ユーザーは、ダウンロードしたアルバムを評価することができます。

l サイト管理者は、アルバムをアルバムデータベースから削除することができます。
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不具合

不具合とは、プロダクト内で見つかった欠陥またはバグのことです。

不具合は、バックログモジュールの [バックログ項目 ]タブに表示されます。不具合を別々
に表示する場合は、不具合モジュールを使用します。

例:
たとえば、Album Databaseフィーチャーには、次のような不具合が含まれる可

能性があります。

l お勧めの曲を選択する際に曲名が途中で切れる

l アルバムの評価の星の間隔が狭すぎる

l アルバムデータベースからアルバムを削除すると、アーティストも削除される

注:ただし、ユーザーストーリー、不具合、および品質ストーリーは、ストーリーと総

称されています。ストーリーのデータを表示するようにALM Octaneダッシュボードグ

ラフを設定すると、ユーザーストーリー、品質ストーリー、および不具合の詳細がそ

のグラフに含まれます。

タスク

ユーザーストーリー、品質ストーリーはタスクに分割できます。タスクでは、ユーザーストー
リーや不具合の完了に必要な手順を記述します。

タスクは、ユーザーストーリーの [タスク]タブまたはチームバックログモジュールの [タスク]タブ
に表示されます。

例:
ユーザーは、曲を友達に勧めることができますというユーザーストーリーには、次のよ

うなタスクを追加できます。

l お勧め用のUIの設計

l お勧め情報を使用してデータベースをクエリするコードの作成

l インストールへのコンポーネントの追加

テスト

テストをすべてのタイプのバックログ項目に追加して、その品質をチェックします。
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ALM Octaneでは、任意のバックログ項目に手動テストや自動テストを追加できます。
ALM Octaneはテスト結果を集約して、関連するバックログ項目の品質分析を提供し
ます。

テストは、バックログモジュールの [テスト ]タブまたは選択した項目の [テスト ]タブで確認し
ます。

例:
ユーザーは、曲を友達に勧めることができますというユーザーストーリーには、次のよ

うなテストを追加できます。

l ユーザーがお勧めリンクをクリックしたときに、成功メッセージを表示する

l 友達のリストにお勧めを表示する

l 自分のお勧め項目のリストに、お勧めを表示する

参照情報 :
l 「バックログ管理」(103ページ)
l 「プロダクトバックログの作成」(114ページ)
l 「リリースの進行状況の分析」(150ページ)

プロジェクト管理フロー
ALM Octaneでは、開発ライフサイクル全体を通してプロジェクトを計画、実行、追跡で
きる、プロジェクト管理ソリューションを提供します。

このトピックの内容:

l 「リリース、チーム、ワークフローのセットアップ」(109ページ)
l 「バックログのビルド」(110ページ)
l 「リリースの計画」(111ページ)
l 「進行状況の追跡」(112ページ)
l 「リリース品質の分析と監視」(114ページ)

リリース、チーム、ワークフローのセットアップ

開発用のフレームワークの準備を始める前に、共有スペース管理者またはワークスペー
ス管理者が作成する必要があるものがいくつかあります。

l 時間フレーム: リリース、スプリント、マイルストーンを作成します。

l ワークフォース:チームを作成し、メンバーを割り当て、リリースにチームを割り当て、スプ
リントごとのキャパシティを指定します。
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l ワークフロー:各タイプの項目には、複数のフェーズと、フェーズを進める順序が割り当
てられます。

詳細については、次を参照してください。

l 「ロールの割り当て」(387ページ)
l 「リリースのセットアップ」(395ページ)
l 「チームの管理」(400ページ)
l 「ワークフローのフェーズと遷移のセットアップ」(436ページ)

バックログのビルド

リリース、チーム、ユーザー、およびワークフローが、スペースおよびワークスペースに適切に
設定されたら、プロダクトバックログを作成し、優先度を付け、バックログ項目を割り当
てて、開発プロセスを追跡します。

バックログは、エピック、フィーチャー、ストーリーから構成され、プロジェクトの完了に必要
な作業を記述します。さらに、不具合およびテストをバックログに追加して、すべてのプロ
ジェクトアセットを一箇所で管理できます。

バックログモジュールで、組織に必要な階層内にバックログを作成します。

l エピックを定義して、アプリケーションの基本的な領域を記述します。

l 各エピック内でフィーチャーを定義して、アプリケーションの使用可能な部分を記述し
ます。

l フィーチャー内で、フィーチャーを完了するために実行の必要があるさまざまな内容が
含まれるストーリーを定義します。

l エピック、フィーチャー、またはストーリーごとに不具合を追加します。

l エピック、フィーチャー、またはストーリーごとにテストを追加して、それらのプロダクト領
域をテストします。

たとえば、アプリケーションのバックログを作成したら、開発に必要なエピック、フィー
チャー、およびストーリーをそのバックログに含めます。
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バックログを作成したら、項目をランク付けしてバックログ項目に優先度を付けます。
バックログに優先度を付けることで、実装順序の計画が容易になります。

注: 1つのリリースまたはスプリントで作業をする場合は、リリースおよびスプリントを

基準にビューをフィルターします。

詳細については、「プロダクトバックログの作成」(114ページ)を参照してください。

リリースの計画

プロジェクトに対して定義したバックログ項目を実装する計画を作成します。最初に、リ
リースで実装する予定のフィーチャーとユーザーストーリー、品質ストーリー、または不具
合を決定します。次に、各項目を特定のスプリントおよびチームに割り当てます。

考慮事項:

l バックログ項目の工数の見積もり

l リリースとそのスプリントの長さ

l リリースに割り当てられたチームのキャパシティ

l バックログのランク順序

バックログモジュールの計画バケットで計画をセットアップし、利用可能キャパシティを超
えないようにします。

1. リリースが始まる前に、フィーチャーとユーザーストーリーをリリースに割り当てます。

2. フィーチャーとユーザーストーリーを特定のチームに割り当て、ユーザーストーリーをスプ
リントに割り当てます。

特定のスプリントの作業を計画する前に、バックログ項目それぞれにかかる見積もり工
数を再評価し、チーム内のメンバーに割り当てます。

1. ストーリーをタスクに分割します。必要な工数をタスクごとに見積もり、チームメン
バーに割り当てます。

2. チーム単位、スプリント単位で、ユーザーストーリーをチームメンバーに割り当てます。

注:チームバックログでは、チームメンバーバケットを使用してストーリーとタスク

の割り当てを行うことができます。これにより、チームのキャパシティを超えない

計画が可能になります。

3. タスクボードを使用して、タスクフェーズを更新および確認します。

タスクボードを開くには、 [タスク]タブで [ボードビュー]を選択します。 [タスク]タブは、
ストーリー内部と、チームバックログモジュールにあります。
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これらのステップの詳細については、「リリース計画の設定と管理」(124ページ) 、「チーム
バックログの管理」(135ページ)および「担当するストーリーの操作」(139ページ)を参照
してください。

進行状況の追跡

項目の設計や開発の進行にともなって、項目のフェーズを進めます。

作業を続けて開発プロセスを進めながら、進行状況を追跡します。

l バックロググリッドに [フェーズ]カラムを追加します。

l エピックおよびフィーチャーグリッドで [進行状況 ]カラムを表示します。

l バックログモジュールおよびチームバックログモジュールの計画バケットウィジェットで進行
状況をフォローします。
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l バックログの [概要 ]タブのチャートおよびグラフウィジェットを使用します。

注: これらのウィジェットはコンテキスト依存であり、選択したノードに関連する

データだけを表示します。

l ダッシュボードモジュールでウィジェットを表示します。ALM Octaneで提供されている
定義済みのウィジェットから選択するか、独自のウィジェットを作成します。必要に応
じてデータにフィルターを適用するようにウィジェットを構成します。

l チームの進行状況を、チームバックログモジュールで追跡します。
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詳細については、次を参照してください。

l 「チームバックログの管理」(135ページ)
l 「リリースの進行状況の分析」(150ページ)
l 「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)

リリース品質の分析と監視

開発の過程では、開発中のアプリケーションのテストを実行し、対応が必要な問題を
報告するために不具合をオープンします。

l 不具合の進行状況は、バックログの一部として追跡されます。

l バックログ項目にテストを割り当て、テスト実行のステータスを参照することでリリースの
品質を分析します。

l リリース品質を最新のテスト結果で分析します。

詳細については、「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)を参照してくださ
い。

プロダクトバックログの作成
開発プロセスにおける最初のステップは、プロダクトバックログを作成し、優先順位を付
けることです。この作業を実行するには、バックログモジュールを使用します。

このトピックの内容:

l 「バックログの作成」(114ページ)
l 「バックログ項目フィールドへの自動入力」(115ページ)
l 「バックログのランク付け」(117ページ)
l 「WSJF属性によるランク付け」(118ページ)
l 「複数のバックログ項目の更新」(118ページ)

バックログの作成

ALM Octaneで作業を開始する際に、作業 /リリース計画を作成できるように、バックログ
を作成します。

ヒント : これらのバックログ項目をExcelファイルに追加してから、ALM Octaneにイ

ンポートします。詳細については、「バックログ項目のインポート」(119ページ)を参

照してください。
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バックログを作成するには、次の手順を実行します。

1. エピックとフィーチャーを作成します。

a. バックログモジュールで、 [追加 ]ボタン+の隣にある下矢印をクリックして、 [エピック]
または [フィーチャー]を選択します。

b. 項目の属性を定義します。この定義は後の計画ステージで行うこともできます。

ヒント :項目をバックログツリーにドラッグし、再編成します。再編成する

と、ALM Octaneではツリーがアルファベット順に並べ替えられます。

後でエピックおよびフィーチャーを削除する場合、エピック/フィーチャーのみを削除
するか、またはエピック/フィーチャーとその子孫項目すべてを削除するかを指定し
ます。

o [削除 ]を選択すると、エピックまたはフィーチャーのみが削除されます

o [項目+子孫の削除 ]を選択すると、エピックまたはフィーチャーおよびその子孫
項目がすべて削除されます

2. ユーザーストーリーまたは品質ストーリーを作成します。

a. [追加 ]ボタン+の隣にある下矢印をクリックして、ドロップダウンリストから [ユーザー

ストーリー]または [品質ストーリー]を選択します。

b. 項目の属性を定義します。この定義は後の計画ステージで行うこともできます。

c. (オプション) [ユーザーストーリーの追加 ]ストーリーダイアログの [生成するタスク]
フィールドで、タスクに応じて1行または複数行を追加します。

ALM Octaneでは、フィールド内の各行は個々のタスクとして生成されます。

バックログツリー内の項目を選択した場合、この項目がエピックフィールド (新規フィー
チャーに関する)またはフィーチャーフィールド (新規ユーザーストーリー、品質ストー
リー、不具合に関する)の値として使用されます。

エピックまたはフィーチャーフィールドの値が空欄の場合、その項目はバックログエピック
またはフィーチャーに割り当てられます。また、これらの項目はツリーの階層内には表
示されません。このような項目は、検索で見つけることができます。

ヒント : これらの項目のいずれかの説明を入力する際には、編集ボックスツール

バーの [既存の項目にリンクを追加 ]ボタン#をクリックします。表示されたツールヒント

の指示に従って、エンティティの説明で既存の項目とこれらの項目へのリンクを検

索します。

バックログ項目フィールドへの自動入力

バックログで項目を作成する際に、ALM Octaneに特定のフィールドに設定値を自動的
に入力するよう指示します。
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オートフィルデータセットを使用して、特定のフィールドに対して指定する値を定義し、こ
れらの値をオートフィルセットとして保存します。特定の項目タイプ (ユーザーストーリーま
たは不具合など)を作成する際に、保存された値がその項目のフィールドに挿入されま
す。

オートフィルデータセットを使用するには、次の手順を実行します。

データセットの保存 1. バックログモジュールで、 [追加 +]ボタンの隣にある下矢印
をクリックして、作成する項目タイプを選択します。

2. [追加 ]ダイアログボックスで、そのフィールドに対する必須の
値を入力します。

ALM Octaneでは、親フィールドの値は、オートフィルデータ
セットとして保存されません。親フィールドは項目タイプに
よって異なります (フィーチャーの場合はエピック、ユーザース
トーリーの場合はフィーチャーなど)。

3. [追加 ]ダイアログボックスの左上隅にある [テンプレートとして

保存 ]をクリックして、そのデータセットのオプションを設定しま
す。

4. [保存 ]をクリックします。

データセットの更新 項目で、必要なフィールド値を変更します。 [テンプレートの更

新 ]をクリックします。

ユーザー自身が作成したテンプレートのみが更新可能です。

[新規保存 ]オプションで新規データセットとして変更を保存する
か、 [オプションの編集 ]オプションで共有オプションを更新します。

データセットの共有 データセットをチーム内や他のチームのメンバー、またはすべての
ALM Octaneユーザーと共有します。

新規データセットを保存するか、既存のセットを更新する際
に、次の手順を実行します。

[テンプレートとして保存 ]ダイアログボックスで、 [全員と共有する]
または [チームと共有する:]のいずれかを選択します。 [チームと共

有する]オプションを選択した場合、そのデータセットを共有する
チームを選択します。
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データセットをバックロ
グ項目に適用

[追加 ]ダイアログボックスに値を入力する前に、オートフィルデー
タセットを選択します。これを選択しない場合、ALM Octaneで
は入力したデータがクリアされるか、置き換えられます。

1. バックログモジュールで、 [追加 +]ボタンの隣にある下矢印
をクリックして、作成する項目タイプを選択します。

2. [オートフィル]編集フィールドをクリックして、使用するデータ
セットを選択します。

ALM Octaneでは、 [追加 ]ダイアログボックスで選択したオート
フィルデータセットに保存したデータが入力されます。

バックログのランク付け

エピックとフィーチャーのランク付けにはリーダーの権限が必要です。

効果的な計画を作成にするための重要な要素の1つは、バックログをランク付けすること
です。ランク付けを行うことで、次のリリースやスプリントで最高ランクの項目に取り組むこ
とができます。

バックログ項目をランク付けするには、次の手順を実行します。

1. 選択したタブで、 [ランク]カラムの見出しをクリックして、グリッドをソートします。

2. 次のように、項目を移動します。

l 1つまたは複数の項目をグリッドビューまたはスマートリストビューの上か下にドラッ
グします。

l ランク番号をクリックして、新しい値を入力します。

l 項目を右クリックして、 [最高ランク]または [最低ランク]を選択します。

他の項目がグリッドの上下に移動し、項目が再びランク付けされます。

項目には固定したランク番号はありません。項目の相対位置に基づいて、1から [グリッ

ド内の項目数]の範囲で順にランクが割り当てられます。

ランクの設定後に、別のフィールドを基準にグリッドをソートしてもランク付けは保持され
ます。ランクごとに再度ソートすると、保持されたランク付けが復元されます。

新規の項目には、最低ランクが設定されます。

注:グループ化された項目は、ランク付けされません。

リリースやスプリントにもとづくフィルターが適用された項目などの、項目のサブセットはラン
ク付けすることができます。ユーザーがサブセット内で変更したランクは、バックログモ
ジュール全体のランク付けの中で更新されます。
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WSJF属性によるランク付け

WSJFの式は、エピックとフィーチャーの優先度を決定する方法として定着しています。こ
の方法は、パラメーターと算出された測定値を使用して、項目のWSJFスコアを決定し
ます。

フィーチャーまたはエピックの詳細で、次のように、WSJF固有のフィールド値を設定しま
す。

WSJFフィールド

ビジネス価値 カスタマーまたはビジネスにとっての項目の価値。エピックまたはフィー
チャーが収益にどのような影響を与えるかなど。

時間価値 エピックまたはフィーチャーの提供の緊急度。

RR | OE リスクの削減または新しい機会の創出に関するエピックまたはフィー
チャーの価値。

算出された測定値

遅延コスト エピックまたはフィーチャーが現在利用可能な場合と、後で利用可
能な場合の差異。遅延コストは上記のコンポーネントの合計で、次
の式で計算します。

遅延コスト =ビジネス価値 +時間価値 + RR | OE

ジョブサイズ エピックまたはフィーチャーを完了するために要する見積もり時間自
身の単位 (時間、ストーリーポイントなど)を使用してこれを測定し
ます。

WSJFスコア 遅延コストとジョブサイズの比。WSJFスコアが高いほど、エピックまた
はフィーチャーの優先度が高くなります。

WSJFスコア =遅延コスト /ジョブサイズまたは
WSJFスコア = (ビジネス価値 +時間価値 + RR | OE)/ジョブサイズ

WSJFフィールド (ビジネス価値、時間価値、RR | OE)については、リストからの値を選択
します。ジョブサイズの測定値については、整数値を入力します。

複数のバックログ項目の更新

バックログモジュールで作業をしている際に、多くの項目の共通属性を更新することがで
きます。

ALMOctaneユーザーガイド

バックログ管理

ALM Octane (12.55.17) 118 / 628ページ



複数のバックログ項目を更新するには、次の手順を実行します。

1. グリッドビューまたはスマートリストビューで、最大で200個の項目を選択します。

2. 右クリックし、 [一括更新 ]を選択します。

3. 一括更新ダイアログボックスで、最大で5個のフィールドを選択します。

4. [更新 ]をクリックして、変更を適用します。

更新が成功したことを示すメッセージが表示されます。

エラーの場合、更新が失敗したことを示すダイアログが表示されます。更新されな
かった項目を確認するには、この情報をCSVファイルにエクスポートします。

ユーザー定義フィールドを含め、一括更新を使用して更新できないフィールドがいく
つかあります。

次のステップ
l 「リリース計画の設定と管理」(124ページ)
l 「テストの作成と実行」(150ページ)
l 「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」(167ページ)
l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(153ページ)

バックログ項目のインポート
ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合をMS ExcelファイルからALM Octaneバック
ログにインポートします。

このトピックの内容:

l 「ステップ1:インポートファイルの準備」(119ページ)
l 「ステップ2:バックログ項目のインポート」(124ページ)

ステップ1:インポートファイルの準備

インポートの対象となるユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合をExcel (.xlsまた
は.xlsx)ファイルに格納します。別のツールからこのファイルをエクスポートした場合には、
以下で説明する仕様に従ってファイルを変更する必要があります。

ALM Octaneでは、Microsoft Excelバージョン2010以降のExcelシートのインポートがサ
ポートされています。

インポートファイル例: インポートファイルの作成には、テンプレートファイルを使用する

と便利です。ALM Octaneメニューで [バックログ項目のインポート ]をクリックします。

[インポート ]ダイアログボックスが開いたら、 [インポートファイル例の表示 ]をクリックし、

サンプルのExcelファイルをダウンロードします。
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インポートファイルを準備するには、次の手順を実行します。

1. Excelファイルで、インポートする項目タイプごとに名前を付けたタブを作成します。タ
ブの名前は、User stories、Quality stories、Defectsとなります。

作成が必要なタブは、インポートする項目タイプのタブのみです。

2. シートの先頭行に、インポートする値のフィールドを示すヘッダー行を追加します。イ
ンポート可能なフィールドのリストは、以下の表を参照してください。表には、イン
ポートに必要な必須フィールドがまとめられています。

注:

l 以下の表では、システムの標準設定値が示されています。ALM Octane
ワークスペースの設定によっては、値が異なる場合があります。

l ローカリゼーション: UIに英語以外の言語を使用している場合でも、英語の

フィールド名を使用する必要があります。

3. インポートの対象となるユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合の各フィールド
値を、1行ずつ入力します。

ALM Octaneの各エンティティには、エンティティフォームの設定に基づいて決定される
必須フィールドがあります。エンティティの必須フィールドすべてに値を入力しないと、
ALM Octaneはドラフトステータスでエンティティをインポートします。インポート後、項
目を開いて必要なフィールドの値をすべて入力します。

ヒント : ドラフトステータスの項目は、 [ドラフト ]列を使用して検索できます。

ローカリゼーション:ユーザー言語が英語以外の言語に設定されている場合は、
Excelシートにローカライズされた値を入力します。

標準設定では、1回のインポートでバックログ項目を1,000件までインポートできま
す。これよりもバックログ項目の数が多い場合は、すべての項目をインポートするた
めに、複数のExcelファイルを準備します。

インポートするバックログ項目が1,000件を超える場合は、 IMPORT_WORK_
ITEMS_FUSE設定パラメーターの値の変更をサイト管理者に依頼してください。詳
細については、「IMPORT_WORK_ITEMS_FUSE 」(346ページ)を参照してくださ
い。

ユーザーストーリー/品質ストーリーのフィールド

[User stories]タブまたは [Quality stories]タブに、次のフィールドの一部またはすべてを
入力します。フィールド名は、大文字小文字を区別しません。

必須フィールド
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name フリーテキストフィールド。255文字まで入力できます。

オプションフィールド (推奨 )

epic
feature

既存または新規のエピック名またはフィーチャー名。

値が既存のエピックおよびフィーチャー名と一致する場合、ALM
Octaneはインポートされたストーリーをそのエピックおよびフィーチャー
に関連付けます。値が一致しない場合、ALM Octaneはエピックお
よびフィーチャーを新しく作成します。

値をインポートするには、エピックとフィーチャーの両方がインポートファ
イル内に必要です。いずれかの列が存在しない場合、どちらの値も
インポートされません。

description フリーテキストフィールド。

author ストーリーを作成したユーザーに対して、ALM Octaneスペースで設
定されているログイン名。

値が入力されていない場合、ユーザーストーリーではインポートを実
行しているユーザーが設定されます。

owner 項目の所有者のALM Octaneログイン名

phase リスト値。指定可能な値は、新規、進行中、テスト中、完了などで
す。

値を入力しない場合、ALM Octaneはフェーズを新規に設定しま
す。

product_
areas

ワークスペースのアプリケーションモジュール。

アプリケーションモジュールの名前または (セカンドレベルモジュールの
場合 )パス。ストーリーを複数のアプリケーションモジュールに関連付
ける場合は、名前をコンマで区切ります。

release ALM Octaneですでに作成されているリリースの名前。

sprint 関連するリリースのスプリントの名前。

story_points 正の整数。

team チームの名前。特定のリリースとスプリントにチームを割り当てる必要
があります。

ALMOctaneユーザーガイド

バックログ管理

ALM Octane (12.55.17) 121 / 628ページ



user_tags 項目に付けるタグの名前をフリーテキストで指定します。

値が既存のタグと一致する場合、ALM Octaneはタグをインポートさ
れたストーリーに追加します。

ヒント : インポートした項目のフィルターで使用する特別なタグ

を作成します。

<ユーザー定
義フィールド>

ユーザーストーリーフォームのユーザー定義フィールドのラベル名
(ALM Octaneワークスペース設定でユーザーストーリーに設定されて
いるラベル名 )。

<編集可能な
その他のシステ
ム定義フィール
ド>

Excelシートには、任意のREST API編集可能フィールドを追加で
きます。

フィールドで指定可能な値については、共有スペース管理者または
ワークスペース管理者に確認してください。

不具合フィールド

[defects]タブに、次のフィールドの一部またはすべてを入力します。フィールド名は、大
文字小文字を区別しません。

必須フィールド

name フリーテキストフィールド。255文字まで入力できます。

オプションフィールド (推奨 )

epic
feature

既存または新規のエピック名またはフィーチャー名。

値が既存のエピックおよびフィーチャー名と一致する場合、ALM
Octaneはインポートされたストーリーをそのエピックおよびフィーチャー
に関連付けます。値が一致しない場合、ALM Octaneはエピックお
よびフィーチャーを新しく作成します。

値をインポートするには、エピックとフィーチャーの両方がインポートファ
イル内に必要です。いずれかの列が存在しない場合、どちらの値も
インポートされません。

description フリーテキストフィールド。

severity リスト値。指定可能な値は、低い、普通、高い、非常に高い、致命

的などです。
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defect_type リスト値。指定可能な値は、リリース前またはエスケープなどです。

detected_by 不具合をオープンしたユーザーのALM Octaneユーザー名。

owner 不具合の所有者のALM Octaneログイン名

phase リスト値。指定可能な値は、新規、延期、修正中、クローズ候補、ク

ローズ済み、却下、重複などです。

値を入力しない場合、ALM Octaneはフェーズを新規に設定しま
す。

taxonomies 不具合の環境タグ。ワークスペースで定義されている環境のタグ名
をコンマ区切りで入力します。

product_
areas

ワークスペースのアプリケーションモジュール。

アプリケーションモジュールの名前または (セカンドレベルモジュールの
場合 )パス。ストーリーを複数のモジュールに関連付ける場合は、名
前をコンマで区切ります。

release ALM Octaneですでに作成されているリリースの名前。

sprint 関連するリリースのスプリントの名前。

story_points 正の整数。

team チームの名前。特定のリリースとスプリントにチームを割り当てる必要
があります。

user_tags 項目に付けるタグの名前をフリーテキストで指定します。

値が既存のタグと一致する場合、ALM Octaneはタグをインポートさ
れたストーリーに追加します。

ヒント : インポートした項目のフィルターで使用する特別なタグ

を作成します。

<ユーザー定
義フィールド>

フォーム内のユーザー定義フィールドのName値 (ALM Octaneワーク
スペース設定でこのユーザー定義フィールドに指定されている値 )。

<編集可能な
その他のシステ
ム定義フィール
ド>

Excelシートには、任意のREST API編集可能フィールドを追加で
きます。

フィールドで指定可能な値については、共有スペース管理者または
ワークスペース管理者に確認してください。
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ステップ2:バックログ項目のインポート

1. ALM Octaneメニューで [バックログ項目のインポート ]をクリックします。

2. ダイアログボックスで [参照 ]をクリックし、Excelファイルがあるフォルダーに移動しま
す。

[インポート ]をクリックすると、ALM OctaneはExcelファイルの書式を検証し、同じファ
イルがすでにインポートされていないかどうかを確認します。

ALM Octaneでは、インポートによるバックログ項目の更新はサポートされていませ
ん。同じExcelファイルをインポートできるのは1回のみです。

ALM Octaneでは、検証結果に基づいて次の処理を実行します。

エラーがある場合 ALM Octaneは、エラーがあるシートと行を検証レポートで表
示します。

エラーレポートの下部にある [Excelにエクスポート ]リンクをクリッ
クすると、エラーレポートが保存されます。

エラーを修正して、インポートを再試行します。

エラーがない場合 インポートが開始されます。

次のステップ
l 「リリース計画の設定と管理」(124ページ)
l 「チームバックログの管理」(135ページ)
l 「担当するストーリーの操作」(139ページ)

リリース計画の設定と管理
プロダクトバックログの設定が完了したら、バックログモジュールを使用してリリース作業
計画を管理します。

このトピックの内容:

l 「リリースバックログの作成」(124ページ)
l 「未完成のフィーチャーの分離」(126ページ)
l 「別のリリースへの項目の移動」(126ページ)

リリースバックログの作成

既存の項目をリリースに割り当てることで、リリースバックログを作成します。
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リリースをフィーチャーに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. バックログモジュールで [計画 ]タブを開き、計画するリリースを表示します。

[計画 ]タブには、リリースの計画バケットが表示されます。

2. 下にある下向き矢印をクリックしてリリースバケットを展開し、スプリントバケットとチー
ムバケットを表示します。

特定のスプリントまたはすべてのスプリントを選択します。

3. 項目を、以下の場所にドラッグします。

l リリースバケットにドラッグすると、スプリントやチームを指定せず、リリースに割り当
てることができます。

l チームバケットにドラッグすると、選択したスプリントとチームに割り当てることができ
ます。

ストーリーをチームなしバケットにドラッグすると、チームを指定せずにスプリントに割り
当てることができます。項目をすべてのスプリントバケットのチームにドラッグすると、スプ
リントではなくチームに割り当てることができます。

注意: フィーチャーの割り当てによって、ユーザーストーリー、品質ストーリー、

不具合への割り当ては行われません。

これで、フィーチャー、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合を使用する準備が整
いました。
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未完成のフィーチャーの分離

通常は、スプリントやリリース期間の終了時 (プッシュなど)に、フィーチャーとユーザース
トーリーをすべて閉じる必要があります。すべてのユーザーストーリーと不具合を完了でき
ない場合は、フィーチャーを分離します。

フィーチャーを分離するには、次の手順を実行します。

1. バックログモジュールで、分離するフィーチャーを選択します。

2. ツールバーの [Split Feature (フィーチャーの分離)]ボタン をクリックします。

3. [Split Feature (フィーチャーの分離 )]ダイアログで、現在のフィーチャーと新しいフィー
チャーの詳細を指定します。

4. 必要に応じて、開いているすべてのユーザーストーリーと不具合を解決する方法を
指定します。

5. 新規フィーチャーに割り当てるストーリーポイントの総数を指定します。

フィーチャーを分離すると、新規フェーズに別のフィーチャーセットが作成されます。
ALM Octaneは、次の属性値と項目を新しいフィーチャーに追加します。

l 名前、リリース、フェーズ以外のフィールドの値。

l フィーチャーに関連付けられたテスト

l 元のフィーチャーに含まれている添付ファイル

注:ユーザー定義フィールドの値は、新しく分離したフィーチャーにコピーされませ

ん。フィーチャーフォームにユーザー定義フィールドが必要になる場合、フィーチャー

の分離コマンドは使用できません。その場合は、フィーチャーを新規作成してくだ

さい。

別のリリースへの項目の移動

状況に応じて、デリバリの対象となるコンテンツの再評価が必要になることがあります。こ
のような場合は、ストーリーを別のリリースに移動する必要があります。

項目を別のリリースに移動するには、次の手順を実行します。

1. 必要に応じて、バックログモジュールのツリー内で、移動するエピックまたはフィー
チャーを選択します。

2. グリッド内でフィーチャー、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合を選択しま
す。

3. ツールバーの [計画 ]ボタン をクリックします。
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4. [ストーリーの計画 ]ダイアログボックスで、フィーチャーまたはストーリーを新しいリリー
ス、スプリント、チームに再割り当てします。

注: フィーチャーを新しいリリースに再割り当てすると、ALM Octaneは未完了

のストーリーをすべて新しいリリースに割り当てます。ALM Octaneによる再割

り当ては、バックグラウンドで実行されます。ALM Octaneがフィーチャーとス

トーリーの再割り当てを実行している間も、他のエンティティの操作を続行で

きます。

再割り当てが完了すると、ALM Octaneは前のリリースと新しいリリースのリリースバケット
を更新します。

次のステップ
l 「リリースとスプリントのワークロード調整」(129ページ)
l 「チームバックログの管理」(135ページ)
l 「担当するストーリーの操作」(139ページ)
l 「リリースの進行状況の分析」(150ページ)
l 「バックログ計画バケット」(127ページ)

バックログ計画バケット

リリースまたはスプリントの計画には、バックログモジュールの計画バケットを使用します。
計画バケットは、割り当てられた作業を表すウィジェットです。

項目を割り当てると、ALM Octaneは計画バケットを更新して新しい内容を反映しま
す。また、項目のフェーズやストーリーポイントなどを変更しても、バケットは更新されま
す。

このトピックの内容:

l 「計画バケットのオープン」(127ページ)
l 「計画バケットで表示される内容」(128ページ)

計画バケットのオープン

1. バックログで、右側の [計画 ]ペインを開きます。

2. 表示されているリリースの番号をクリックして、計画するリリースを選択します。ALM
Octaneは、選択したリリースごとに別々のバケットを開きます。

3. スプリントバケットとチームバケットを表示するには、リリースバケットの下の展開矢印
をクリックします。
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計画バケットで表示される内容

計画バケットには、現在のリリースの進行状況に関する詳細が表示されます。

リリース名 クリックすると、このリリースによるフィルターがグリッドとバックログツリー
に適用されます。リリース項目を特定のチームやスプリントに割り当
てる場合に便利です。

リリースカウント

ダウン

リリースの残り日数

リリースタイムラ

イン

各バーは1つのスプリントを表します。今日の日付と現在のスプリント
が強調表示されます。

リリース計画ウィ

ジェット

このリリースに割り当てられたバックログ項目からの集計データを表示
します。

このウィジェットにカーソルを置くと、各領域の説明が表示されます。

スプリントフィル

ター

1つのスプリントを選択するか、すべてのスプリントを選択します。

バックログ項目をスプリントバケットにドラッグしてスプリントに割り当て
るには、スプリントを選択しておく必要があります。

チームの進行状

況バー

個々のチームの進行状況がストーリーポイントで表示されます。

このウィジェットにカーソルを置くと、各領域の説明が表示されます。
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参照情報 :
l 「プロダクトバックログの作成」(114ページ)
l 「リリース計画の設定と管理」(124ページ)

リリースとスプリントのワークロード調整
効果的な作業計画を行うには、作業量を適切に割り当てる必要があります。

ALM Octaneでは、チームごとにリリースとスプリントのベロシティが設定されています。これ
は、リリースキャパシティを判断する際に役立ちます。これと平行して、各ユーザーストー
リー、品質ストーリー、ストーリーポイントの不具合を見積もります。見積もりに基づい
て、使用可能なキャパシティに見合った作業量を割り当てることにより、最適な作業計
画を作成できます。

このトピックの内容:

l 「ベロシティとキャパシティ」(129ページ)
l 「スプリントベロシティのデフォルト設定」(130ページ)
l 「スプリントベロシティの設定」(130ページ)
l 「リリースバックログとスプリントバックログの計画」(132ページ)
l 「ベロシティとキャパシティの追跡」(132ページ)
l 「ユースケースシナリオ:チームのベロシティの設定」(133ページ)

ベロシティとキャパシティ

作業計画の作成では、チームのワークロードをさまざまな方法で測定します。

ベロシティ ベロシティとは、所定の期間内に完了すると予測される作業量で
す。ベロシティは、ストーリーポイントの合計で測定されます。

ベロシティは、時間の経過とともに計算されます。つまり、チームのベ
ロシティは、時間の経過とともに完了した作業量に基づいて計算さ
れます。完了する作業量が多いほど、チームのベロシティは上昇し
ます。同様に、完了した作業が少ないほど、ベロシティは下降しま
す。

ALM Octaneでは、ベロシティがチームのワークロードのデフォルトで
す。計画作成で最初に行う手順は、各チームにベロシティを割り当
てる作業です。
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キャパシティ キャパシティとは、指定された期間内で、実際に作業できる時間の
合計です。チームのキャパシティは、ストーリーポイント単位で測定し
ます。個々のチームメンバーのキャパシティは、時間単位で測定し
ます。

キャパシティは、具体的な一定の期間に基づいて計算されます。
キャパシティの値は、人的リソースと可用性の変化に応じて、動的
に変化します。

ALM Octaneでは、リリースとスプリントごとにキャパシティを調整しま
す。これにより、利用可能なリソースと時間に基づいて、リリースとス
プリントを計画できます。

スプリントベロシティのデフォルト設定

ワークスペース管理者の権限が必要です。

チームが1つのスプリントで完了できる作業量を (過去のパフォーマンスに基づいて)見積
もります。

ベロシティのデフォルト設定の詳細については、「スプリントごとのチームのキャパシティの調
整」(403ページ)を参照してください。

スプリントベロシティの設定

各スプリントについて、個々のベロシティを編集します。チームの作業速度が一定でない
場合、各期間で予測されるキャパシティを編集します。
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スプリントベロシティを設定するには、次の手順を実行します。

1. 次のいずれかを行います。

バックログモジュー

ル

リリースバケットで、グリッド内のチームラインにカーソルを合わ
せ、編集ボタンをクリックします。

チームバックログモ

ジュール

チームメンバーのバケット領域で、 [キャパシティ設定 ]ボタンをク
リックします。

チームメンバーのバケットが表示されない場合は、モジュール
フィルターでリリース、スプリント、チームを選択してください。

2. 次のいずれかを更新します。

l [詳細 ]タブで、 [見積もりベロシティ]の値を更新します。

l [ベロシティ]タブで、 [割り当てスプリント ]の値と [予測ベロシティ]の列を更新します。

l [メンバー]タブで、チームメンバーの [1日あたりのキャパシティ (時間)]フィールドの値を
更新します。
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リリースバックログとスプリントバックログの計画

使用可能なキャパシティに基づいて、ストーリーをリリースとスプリントに割り当てます。

ワークロードのバランスを調整するには、次の手順を実行します。

l リリースまたはスプリントからストーリーを削除します。

l サイズの大きなユーザーストーリーを分割し、一部を現在のリリースまたはスプリントに
残します。

l チームベロシティを増やします。

ベロシティとキャパシティの追跡

作業の進行中、リリース、スプリント、チームそれぞれの進捗状況を追跡します。実際
に完了した作業量と、予定されていた作業量を比較します。

ベロシティとキャパシティを追跡するには、次の手順を実行します。

スペース設定 (共有
スペースおよびワーク
スペース管理者用 )

チームバックログモ
ジュール (チームリー
ダー用 )

[チーム]タブの [ベロシティ]タブには、実績ベロシティと予測ベロ
シティが表形式で表示されます。ALM Octaneは、リリースとス
プリント全体で、チームごとにこの表を更新します。
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ダッシュボード ベロシティ追跡ウィジェットを追加します。このウィジェットは、予
測ベロシティと実績ベロシティを表示します。1つまたは複数の
リリース、スプリント、チームのグラフを表示します。

スプリント全体の実績ベロシティの平均 (ストーリーポイント単
位 )が、黄色い線で表示されます。ALM Octaneは、すでに完
了したスプリントから平均を計算します。

ユースケースシナリオ:チームのベロシティの設定

あなたは、オンラインショッピングアプリケーションの開発に取り組んでいるチームの管理者
だとします。チームは4人のメンバーで構成され、チームには最初のリリースが割り当てら
れています。どのような方法で、チームのベロシティとキャパシティを計画すればよいでしょ
うか。

リリースの開始前に、あなたまたはワークスペース管理者は、見積もりベロシティを入力し
ます。

この数値は、次の情報をもとに計算します。
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l このリリースにはスプリントが3つあり、それぞれ期間は2週間です。

l メンバー1人が1日に完了できるストーリーポイントは1です。

l 各メンバーが作業可能な時間は、1週間に5日間、スプリントあたり合計10日間で
す。

各メンバーは、スプリントあたり10ストーリーポイントを完了します。リリースの期間中、各
チームメンバーは30ストーリーポイントを完了できます。結果として、チーム全体で120ス
トーリーポイントを完了することができます。

さらに、各チームメンバーの1日あたりのキャパシティ (時間単位 )を設定します。

これにより、各メンバーの作業時間の上限を超えることなく、スケジュール通りに作業を
進めることができます。

作業期間中、ダッシュボードのベロシティ追跡ウィジェットを使って予測ベロシティと実績
ベロシティを比較することにより、実際の進捗状況を監視します。

次のステップ
l 「チームバックログの管理」(135ページ)
l 「担当するストーリーの操作」(139ページ)
l 「バックログ計画バケット」(127ページ)
l 「チーム計画バケット」(138ページ)

ALMOctaneユーザーガイド

バックログ管理

ALM Octane (12.55.17) 134 / 628ページ



チームバックログの管理
リリース計画の作成が完了したら、チームの項目の作業を始めます。この操作は、チー
ムバックログモジュールまたはバックログモジュールで行います。

このトピックの内容:

l 「各スプリントでのチームキャパシティの編集」(135ページ)
l 「チームメンバーへの項目の割り当て」(135ページ)
l 「チームの進行状況の追跡」(136ページ)

各スプリントでのチームキャパシティの編集

リーダーの権限が必要です。

特定の期間でチームの作業速度に変動がある場合は、標準設定のベロシティのキャ
パシティを使用する代わりに、予測キャパシティを編集します。

詳細については、「スプリントベロシティの設定」(130ページ)を参照してください。

チームメンバーへの項目の割り当て

リリース計画のセットアップが完了したら、各ユーザーストーリーをチームメンバーに割り当
てます。この作業は、チームごと、スプリントごとに行います。

チームメンバーに項目を割り当てるには、次の手順を実行します。

l 項目の [詳細 ]タブで、項目の所有者を設定します。

l [バックログ項目 ]タブの項目を、 [チーム]タブにあるチームメンバーバケットにドラッグしま
す。

ストーリーの詳細が反映され、チームメンバーバケットが更新されます。
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チームメンバーバケットの表示内容の詳細については、「チーム計画バケット」(138ペー
ジ)を参照してください。

注意:ストーリーをチームメンバーに割り当てても、タスクの割り当ては行われませ

ん。

チームの進行状況の追跡

スプリントの進行に合わせて、チームと各メンバーの進行状況を追跡します。

チームの進行状況を追跡する方法 :

機能 場所 説明

バックログダッ

シュボードウィ

ジェット

バックログモ
ジュール

[概要 ]タブにある以下のウィジェットを使用します。

l 手動テスト (メタフェーズ別 )
l フィーチャーのステータス (ランク順 )

リリース計画バ

ケット

バックログモ
ジュール

[計画 ]タブのリリース計画バケットに、各チームの進
捗状況が表示されます。各フェーズのストーリーポ
イントの総数がグラフ表示されます。

リリース計画バケットの詳細については、「バックログ
計画バケット」(127ページ)を参照してください。
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チームスプリント

の進行状況グラ

フ

チームバックロ
グモジュール

チームバックログモジュールの左上隅に、選択した
スプリントの開発ステータスがグラフで表示されま
す。このグラフには、ストーリーポイント数が表示さ
れます。また、チームに割り当てられた致命的な
不具合の数も表示されます。

進行状況は、現在のスプリントサイクルでチームの
全メンバーに割り当てられたストーリーポイントを基
準に測定されます。

チームメンバー

バケット

チームバックロ
グモジュール

各チームメンバーバケットでは、チームメンバーに割
り当てられた項目、タスク、不具合の進行状況が
表示されます。

チームコミット

ウィジェット

チームバックロ
グモジュール

コミットウィジェットでは、現在の時間フレーム内で
チームがコミットした作業が表示されます。コミット
は、ストーリータイプ別に分類されます。

ウィジェットのタイトルにカーソルを置くと、コミットとス
トーリータイプの関連付けに使われるコミットメッ
セージフォーマットが表示されます。

チームがコミットした変更の詳細は、 [コミット ]カラム
で確認できます。詳細については、「[コミット ]タブ
によるコミットされた変更の追跡」(221ページ)を参
照してください。
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次のステップ
l 「リリースとスプリントのワークロード調整」(129ページ)
l 「担当するストーリーの操作」(139ページ)
l 「テストの作成と実行」(150ページ)
l 「リリースの進行状況の分析」(150ページ)
l 「チーム計画バケット」(138ページ)

チーム計画バケット

チームバックログモジュールでは、計画バケットを使用して項目とタスクをチームメンバーに
割り当てます。スプリント中に、チームメンバーの進行状況を確認することができます。

チーム計画バケットは、チームバックログの右側にある [チーム]ペインに表示されます。

バケットでは、リリース内のすべてのスプリントまたは選択されたスプリントに関する情報が
表示されます。1つのバケットは、チームのメンバー1人を表します。

各チームメンバーのバケットには、次の情報が表示されます。

l 割り当てられた項目の合計数 (ストーリーポイントの数など)
l 進行中の項目の数

l 完了 (緑色 )および進行中 (青色 )としてマークされているタスクの合計時間

ヒント :バケットでチームメンバー名をクリックすると、そのユーザーの項目がグリッドで

表示されます。

ALM Octaneでは、チームメンバーのバケットでチームメンバーの進行状況とキャパシティ
が時間単位で表示されます。

ALM Octaneでは、チームメンバー1人が1日あたり6時間作業することが想定されていま
す。この数値は、チーム設定の [メンバー]タブで更新できます。スプリントの合計キャパシ
ティは、1日あたりのキャパシティ (時間 )に、スプリント内の作業日数を掛けて計算しま
す。

バケットに期待される結果が表示されない場合は、次の内容を確認してください。

l チームメンバーにキャパシティが定義されているか

l 項目が正しい所有者に割り当てられているか
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l ストーリーポイントが項目に割り当てられているか

l 項目にタスクが追加されているか

l タスクが正しい所有者に割り当てられているか

l 項目のタスクにかかる時間の見積もりを行っているか

担当するストーリーの操作
項目の割り当てが完了したら、バックログを個々に管理します。この操作は、チームバッ
クログモジュールまたはバックログモジュールで行います。

このトピックの内容:

l 「タスクへの項目の分割」(139ページ)
l 「タスクボードでの作業管理」(139ページ)
l 「割り当てられた項目の作業」(140ページ)
l 「項目のブロック」(140ページ)
l 「作業の進行状況の追跡」(141ページ)
l 「未完了のユーザーストーリーの分離」(142ページ)

タスクへの項目の分割

項目をタスクにまとめることで、管理が容易になります。

タスクを作成するには、次の手順を実行します。

1. ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合それぞれの [タスク]タブまたはチームバッ
クログモジュールで、タスクを追加します。

ヒント :項目の作成時にタスクを追加するには、 [生成するタスク]フィールドに

行を追加します。ALM Octaneは、フィールド内の各行を別々のタスクとして

追加します。

2. 必要に応じて、タスクを自分または他のユーザーに割り当てます。

チームバックログモジュールでは、タスクカードをバケットにドラッグして、タスクを割り当
てます。

3. 各タスクに必要な工数を時間数で見積もります。

タスクボードでの作業管理

タスクの進行状況を管理するには、ボードビューを使用します。
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タスクボードの使用方法 :
ALM Octaneでは、ボードビューが標準設定で表示されます。

l バックログ:個々のユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合を開くときの [タスク]タ
ブ

l チームバックログ: [タスク]タブ
ALM Octaneは、ユーザーストーリー、品質ストーリー、または不具合ごとにタスクをグルー
プ化します。ボードでは、タスクフェーズが列ごとに表示されます。タスクのフェーズを更新
するには、タスクを別の列にドラッグします。

タスクを追加するには、タスクボードの列にある [+ タスク]ボタンをクリックします。タスクの
名前を指定します。次に、タスク番号のリンクをクリックし、必要な他の属性を定義しま
す。

注:所定の期間内で表示できるタスクは、最大100レーンです。ALM Octaneで
必要なレーンが表示されない場合は、フィルターを追加します。フィルターを設定

すると、ボードビューにはタスクを含むストーリーのみが表示されます。

割り当てられた項目の作業

作業の完了に合わせて、項目のフェーズを進めていきます。詳細については、「項目の
フェーズの進行」(75ページ)を参照してください。

ヒント :チームバックログモジュールで作業している場合は、カスタマイズされたボー

ドビューに作業項目がビジュアル表示されます。詳細については、「ボードビュー

の使用」(142ページ)を参照してください。

項目のブロック

ストーリーの作業では、作業できない項目が発生することがあります。このような場合
は、項目を更新し、作業できない項目として指定します。

項目をブロックするには、次の手順を実行します。

1. 項目を開き、 [詳細 ]タブに移動します。

2. [詳細 ]タブで、次のフィールドを設定します。

l ブロック: ドロップダウンリストで [はい]を選択

l ブロックされた理由:作業を続行できない理由。

3. 変更内容を保存します。

グリッドビューとボードビューの両方で、次のアイコンが表示されます。
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ヒント :アイコンが表示されない場合は、グリッドに表示する項目のリストに [ブロッ

ク]列が追加されていることを確認してください。

作業の進行状況の追跡

自分がスケジュール通りに作業項目を完了できるように、自分の作業の進行状況を
追跡します。

作業の進行状況を追跡する方法 :

チャート /グラフ 場所 説明

タスクボード バックログモジュール
とチームバックログモ
ジュール

選択したストーリーに含まれるタスクの完了ス
テータスが、ストーリーの詳細で表示されま
す。

チームバケット チームバックログモ
ジュール

各チームメンバーのバケットでは、割り当てら
れた項目 (ストーリーとタスク)の進行状況が
表示されます。

ヒント :グラフの上にカーソルを置くと、

進行状況の内訳が時間数で表示さ

れます。

このグラフでは、ストーリーごとの内訳は表示
されません。
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未完了のユーザーストーリーの分離

通常、スプリントの終了時に、ユーザーストーリーをすべて閉じる必要があります。すべて
のタスクを完了できない場合は、ユーザーストーリーを分離します。

ユーザーストーリーを分離するには、次の手順を実行します。

1. バックログまたはチームバックログモジュールで、分離するユーザーストーリーを選択し
ます。

2. ツールバーにある [バックログ項目の分離 ]ボタン をクリックします。

3. [ストーリーの分離 ]ダイアログが開いたら、現在のユーザーストーリーと新しいユー
ザーストーリーの詳細を指定します。

4. 必要に応じて開いているタスクを移動オプションを選択し、開いているすべてのタスクを
解決する方法をALM Octaneに指示します。

ユーザーストーリーを分離すると、 [新規 ]フェーズに別のユーザーストーリーが作成されま
す。

ALM Octaneは、 [完了 ]とマークされていない項目をすべて新しいストーリーに移動しま
す。また、以下の属性と項目が新しいフィーチャーに追加されます。

l 名前、スプリント、フェーズ以外のフィールドの値。

l ユーザーストーリーに関連付けられたテスト

l オリジナルのユーザーストーリーに含まれていた添付ファイル

注:ユーザーストーリーフォーム内にあるユーザー定義フィールドの値は、分離され

た新しいユーザーストーリーにコピーされません。ユーザー定義フィールドがユー

ザーストーリーフォーム内で必須フィールドの場合、ストーリーの分離コマンドは使

用できません。代わりに、ユーザーストーリーを新規作成してください。

次のステップ
l 「テストの作成と実行」(150ページ)
l 「リリースの進行状況の分析」(150ページ)
l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(153ページ)

ボードビューの使用
ボードビューでは、ライフサイクルとチームのアクティビティを視覚的に管理できます。

このトピックの内容:
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l 「ボードビューとは」(143ページ)
l 「チームバックログのボードビュー表示のカスタマイズ」(143ページ)
l 「ボードのワークフロールールの設定」(144ページ)
l 「項目の追加」(146ページ)

ボードビューとは

ボードビューでは、インタラクティブボードに割り当てられた項目が表示されます。この
ビューは、チームバックログモジュール、不具合モジュール、バックログモジュールの [フィー

チャー]タブで利用できます。

チームのワークフローを反映するように、ボードを設定します。ボード内では、バックログ
項目をフェーズからフェーズへ移動することにより、進行状況を更新します。

ボードビューは、カンバンリリースとスクラムリリースの両方で使用します。

チームバックログのボードビュー表示のカスタマイズ

チームバックログのボードビューにはレーンと呼ばれる列があり、不具合、品質ストーリー、
ユーザーストーリーのワークフローの各フェーズを示します。ALM Octaneは、個々の項目
をカードで表示します。

チームバックログのボードビューでは、複数の項目タイプが同じフェーズ (新規、テスト中な
ど)にある場合、その項目は同じ列を共有します。

注:ボードビューに表示できるストーリーカードの数は、200までです。カードの数が

200を超えている場合、ALM Octaneは警告を表示します。
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表示を設定するには、次の手順を実行します。

1. 列名をクリックします。レーン名が編集可能なフィールドとして表示されます。

2. 必要に応じて、列の名前を変更します。

3. 列見出しを右クリックし、 [編集 ]を選択します。

4. [フェーズの選択 ]ダイアログボックスで、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合
のワークフローフェーズを設定します。

注:ワークフローフェーズ名は、列名と異なる場合があります。ワークフロー

フェーズと表示フェーズのマッピングを行うので、名前が異なっていても問題あ

りません。

特定の項目タイプでフェーズを選択しなかった場合、その項目タイプは選択した列
を使用しません。

列見出しにカーソルを合わせると、その列のワークフローフェーズが表示されます。

5. [OK]をクリックします。カスタマイズの内容がボードビューに反映されます。

6. 列を右クリックして [隠す]を選択すると、ボードビューでレーンが表示されなくなりま
す。

必要な領域での作業に集中できるように、標準設定では [延期 ]、 [却下 ]、 [重複 ]
の各列は非表示になっています。

ヒント :列を復元するには、ツールバーの [カラムの選択 ]ボタン をクリックし、

表示する列を選択します。

ボードのワークフロールールの設定

ボードビューの操作では、ワークフローを構成する次のようなルールを指定します。

進行中の作業

(WIP) 制限

各メタフェーズおよびフェーズにおいて許容される項目数 (WIP)の
チームごとの上限。各チームの上限には、メタフェーズおよびフェーズ
ごとに異なる値を指定できます。

サイクル時間制

限

各フェーズにおける項目のサイクル時間のフェーズごとの上限。サイク
ル時間とは、項目の作業に費やされる時間のことです。これは、項
目での作業開始から完了までの時間を指します。

ALM Octaneでは、項目が進行中またはテスト中になっていた日数
を計算し、これをサイクル時間とします。
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ボードルールを設定できるのは、チームリーダーのみです。これは、スペース設定の [チー

ム]タブでリーダーロールに割り当てられたALM Octaneユーザーです。

ボードルールを設定するには、次の手順を実行します。

1. チームバックログモジュールの上部で、ドロップダウンリストからリリースとチームを選択
します。

2. WIP制限インジケーターの下にあるボードビューの列見出しで、表示されている番
号の上にカーソルを置きます。

3. ツールヒントが表示されたら、該当するフィールドの無限大記号をクリックし、新しい
制限値を入力します。

4. チームが制限値の1つに違反すると、次のようにアラートが表示されます。

WIP制限 フェーズのレーン見出しにアラートアイコンが表示されます。

サイクル時間制

限

l ボードビューの見出しにアラートが表示されます

l 各ボードビューカードに、時計アイコンでアラートが表示されま
す。制限値の違反に関する詳細を表示するには、カーソル
を合わせます。

アラートの上にカーソルを置くと、詳細が表示されます。

5. サイクル時間制限では、ダッシュボードのコントロールチャートウィジェットを使用し
て、進行状況を追跡できます。
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注: このウィジェットは、チームごとではなく、リリースとスプリントごとに表示され

ます。

項目の追加

他のALM Octaneビューと同様に、ボードビューを使用して項目を追加します。

ボードビューで項目を追加するには、次の手順を実行します。

ツールバーで、 [+]の横にある下矢印をクリックし、追加する項目のタイプを選択します。

また、リリースバックログまたはスプリントバックログから既存の項目を追加します。

l バックログモジュールのメインウィンドウで、項目をリリースバケットまたはスプリントバケッ
トにドラッグします (必要な場合 )。

l 項目の [詳細 ]タブで、項目をリリースまたはスプリントに割り当てます。

l ボードビューの列にカーソルを置き、追加 [+]ボタンをクリックします。追加する項目
(不具合、ユーザーストーリー、品質ストーリーのいずれか)と名前を選択します。

エンティティのリンクをクリックすると、項目の詳細の編集を続行できます。

項目をランク付けする場合は、項目を任意のレーン内でドラッグアンドドロップし、ランク
を設定します。項目を移動すると、項目のランクを示す番号が追加または更新されま
す。
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参照情報 :
l 「リリース計画の設定と管理」(124ページ)
l 「チームバックログの管理」(135ページ)

スプリントの終了および振り返り
スプリントの終了が近くなった時点で進行状況をレビューして、スプリントを評価すること
が重要です。これを行うには、チームバックログモジュールの振り返り領域を使用しま
す。

注:振り返り領域にアクセスするには、リーダーロールの権限が必要です。

このトピックの内容:

l 「チームの振り返り領域の有効化」(147ページ)
l 「未完了の項目の処理」(148ページ)
l 「スプリントのスコープ変更レポートの表示」(148ページ)
l 「スプリントの振り返りの実行」(149ページ)

チームの振り返り領域の有効化

標準設定では、振り返り領域は非表示になっています。

チームの振り返り領域を有効にするには、次の手順を実行します。

1. チームバックログモジュールで、リリース、スプリント、チームを選択します。

2. モジュールのタイトルバーで、振り返り領域の切り替えスイッチを有効にします。

標準タブが非表示になり、振り返り領域が表示されます。
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未完了の項目の処理

スプリントが完了したら、すべての項目を完了または移動する必要があります。

振り返り領域を開くと、現在のスプリント項目のサマリーが表示されます。

このサマリーは、チームおよびスプリント内の全項目の完全なリストです。未完了の項目
を処理するには、これらの項目を分離します。

未完了の項目を処理するには、次の手順を実行します。

1. 振り返り領域で、 [未完了の項目 ]タブを開きます。

2. スマートリストビューまたはグリッドビューで、次の手順で項目の属性を変更します。

l ツールバーで [計画 ]ボタン をクリックして、項目を他のスプリントに移動します。

l [詳細 ]タブでその項目を開き、再び割り当てます。

l 必要に応じて、その項目を新規のユーザーストーリーに分割します。詳細につい
ては、「未完了のユーザーストーリーの分離」(142ページ)を参照してください。

スプリントのスコープ変更レポートの表示

チームリーダーは、スコープ変更レポートを使用して、チームのスプリントコンテンツの変更
を監視します。この情報を使用して、スプリント計画を改善します。

スプリントのスコープ変更レポートを使用するには、次の手順を実行しま
す。

1. スペース設定で、チームリーダーまたはワークスペース管理者がチームをスプリントに
割り当てます。さらに、リリース詳細に各スプリントが正しく入力されていることを確
認します。

2. チームに対する計画期限を設定します。

a. [チーム]タブで、チーム管理ボタン をクリックします。

b. [詳細 ]タブの [計画期限 ]フィールドで、スプリントの基準点として、スプリント開始
からの日数を指定します。
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期限を設定しない場合、ALM Octaneでは標準設定として0日が使用されま
す。

ALM Octaneでは、この期限後にスプリントコンテンツに加えられた変更を使用し
て、スプリントスコープの変更を計算します。

3. ワークスペース管理者に依頼して、チームを適切なリリースに割り当てます。

注:チームが適切なリリースに関連付けられた後に、過去および進行中のス

プリントの計画期限を変更することはできません。

4. チームバックログモジュールで、適切なスプリントを選択します。

5. グリッドまたは振り返りレポートの上にあるスコープ変更レポートウィジェットを確認し
ます。

ウィジェットの各バーは、次のように異なるステータスを示しています。

計画済み 計画期限の前に、項目をスプリントに追加しました。

計画外 計画期限の後に、項目をスプリントに追加しました。

スコープ外 計画期限の後に、項目を他のスプリントまたはチームに移動し
ました。

分離 計画期限の後に、項目を追加項目に分離しました。

スプリントの振り返りの実行

スプリントが完了したら、うまくいった事項と今後のスプリントで改善が必要な事項につ
いてチームで話し合うことが重要です。振り返り領域のヘルプを参照してください。

振り返りを行うには、次の手順を実行します。

1. 振り返り領域で、 [振り返り]タブを開きます。

2. [うまくいった事項 ]および [改善が必要な事項 ]編集フィールドで、スプリントから得た考
慮事項を列挙します。

3. [保存 ]ボタンをクリックします。

参照情報 :
l 「リリース計画の設定と管理」(124ページ)
l 「担当するストーリーの操作」(139ページ)
l 「チームバックログの管理」(135ページ)
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テストの作成と実行
バックログモジュールの項目に手動テストや自動テストを追加することにより、リリースの
品質をテストして追跡することができます。

バックログモジュールの [テスト ]タブまたは任意の項目のテストタブに手動テストと自動テ
ストが表示されます。バックログモジュールの任意の項目にテストを追加します。

ALM Octaneによって、テスト実行結果ダッシュボード分析が組み込まれます。これによ
り、リリース、ビルド、プロダクトの品質を追跡することができます。

テストの詳細については、「テスト」(243ページ)を参照してください。

次のステップ
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)

リリースの進行状況の分析
リリースの進行状況を分析するには、バックログおよびチームバックログモジュールで、さま
ざまなALM Octaneウィジェットを使用します。

このトピックの内容:

l 「進行状況カラム」(150ページ)
l 「計画バケット」(151ページ)
l 「概要タブウィジェット」(152ページ)
l 「リリース予測ウィジェット」(152ページ)

進行状況カラム

任意のフィーチャーまたはバックログ項目に関する [進行状況 ]カラムを確認します。進行
状況バーにマウスカーソルを置くと、特定の項目に関する詳細が表示されます。

エピックとフィーチャーの進行状況はストーリーポイントによって、バックログ項目の進行状
況は時間単位で測定されます。
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グリッドビューとスマートリストビューの両方のビューの進行状況カラムを確認します。

計画バケット

バックログモジュールで、リリースの進行状況バケットを確認します。

チームバックログモジュールで、チームの進行状況ウィジェットを確認します。

チームバックログモジュールで、各チームメンバーの計画バケットを確認します。
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概要タブウィジェット

バックログモジュールまたはALM Octaneダッシュボードの [概要 ]タブに、以下を含む関
連ウィジェットを追加します。

l バーンダウン/バーンアップグラフ

l リリースおよびスプリントの累積フロー

l フィーチャーのステータス (ランク順 )
l フィーチャーのストーリーポイント (フィーチャータイプ別 )
l コントロールチャート

l ベロシティ追跡

バックログで、リリースフィルターを使用して、現在のリリースとスプリントに合わせて各ウィ
ジェットを更新します。

リリース予測ウィジェット

リリース予測ウィジェットをダッシュボードモジュールに追加します。

このウィジェットは、選択したリリースの終了まで、ユーザーストーリーまたは不具合の進
行状況の予測を表す線を表示します。このグラフには、完了済みのストーリーポイント、
完了予定などのリリースに関する詳細も含まれています。

十分な数のバックログ項目を完了としてマークすると、予測線が表示されます。

予測の計算方法

l 予測の計算は、現時点までのリリースの実績ストーリーポイントの状態、およびチーム
の計画済みのストーリーポイントに基づいて行われます。これは、チームバックログモ
ジュールで定義されているように、チーム管理者の予測ベロシティに基づいています。
実績ベロシティと計画ベロシティとのギャップを使用し、このギャップが今後も変わらな
いという前提で、リリースのコンテンツが完了する時期を予測します。

たとえば、現時点までの予測が50ポイントで、実際の完了状況が45ポイントの場
合、そのギャップは現在のペースが90%であることを示しています。予測は、計画完
了日の時点で、コンテンツの90%が完了すると推測します。

l 計算に利用できる予測ベロシティがない場合、実際の1日当たりのポイントレートが
今後も変わらずに維持されるという前提に基づいて予測が行われます。

色が表す内容

l 緑色の実線は実際の進行状況を示し、黄色の線はチームリードが定義する予測ベ
ロシティを示しています。

l 予測線 (点線 )が緑色の場合は、リリースのコンテンツがリリース日までに完了する見
込みであることを示しています。
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l 赤い線は、現在の進行速度では、コンテンツが予定どおりに完了しない見込みであ
ることを示しています。

予測を確認する場所

予測はカスタムグラフではなく、アジャイルグラフで利用できます。予測はスプリントではな
く、リリースについて利用できます。予測データはバーンアップグラフのみで確認できます。

ストーリーポイントが少なすぎるためにリリース予測を生成できない場合、グラフは空にな
ります。 [予測 ]チェックボックスをクリアすると、グラフのデータが表示されます。

次のステップ
l 「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)
l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(153ページ)
l 「アプリケーション領域の品質分析」(165ページ)
l 「アプリケーション領域の品質分析」(165ページ)

アプリケーションモジュールへの項目の割り当て
項目をアプリケーションモジュールに割り当てることで、プロダクト品質の概要を知ることが
できます。

プロダクト品質の評価に役立てるために、バックログ項目をアプリケーションモジュールに
割り当てます。

アプリケーションモジュールの操作方法の詳細については、「アプリケーションモジュールの
使用方法」(155ページ)を参照してください。アプリケーションモジュールの詳細について
は、「品質管理」(153ページ)を参照してください。

次のステップ
l 「テスト割り当てルールの作成と管理」(579ページ)
l 「品質管理」(153ページ)
l 「アプリケーション領域の品質分析」(165ページ)

品質管理
ALM Octaneでは、開発の進捗状況を監視し、プロダクトの品質を追跡することができ
ます。

このトピックの内容:

l 「ALM Octaneでの品質測定」(154ページ)
l 「アプリケーションモジュールの操作」(154ページ)
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ALMOctaneでの品質測定
ALM Octaneは、テスト結果、不具合、フィーチャーの品質ステータスなど、さまざまな方
法で品質を測定します。アプリケーションモジュールを使用し、項目をアプリケーションモ
ジュールに関連付けると、ALM Octaneによるプロダクトの品質分析に役立ちます。

アプリケーションモジュールは、プロダクトの機能領域です。この領域は、ユーザープロセス
やプロダクトの領域などに基づいて作成します。

プロダクトの不具合やテストの失敗のほとんどがアプリケーション内の一部の領域に集中
していることが多いため、アプリケーションモジュールを使用することが重要です。アプリ
ケーションモジュールを設定し、モジュールに項目を関連付けることにより、問題のある領
域を確認し、その領域にテスト作業と開発作業を集中させることができます。

アプリケーションモジュールは、リリースの影響を受けません。したがって、表示内容にはプ
ロダクトのすべてのリリースが反映されます。

アプリケーションモジュールの操作
品質モジュールでは、アプリケーションモジュールはツリー状に構成されています。

詳細については、「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)を参照してくださ
い。
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次のステップ
l 「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)
l 「アプリケーション領域の品質分析」(165ページ)

アプリケーションモジュールの使用方法
プロダクトの品質を追跡するには、アプリケーションモジュールをセットアップして項目を割
り当てます。

このトピックの内容:

l 「アプリケーションモジュール構成の計画」(155ページ)
l 「アプリケーションモジュールツリーの作成」(156ページ)
l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(157ページ)
l 「自動テストを割り当てるルールの作成」(159ページ)

アプリケーションモジュール構成の計画

アプリケーションモジュールの構成方法を決定する際には、次の点を考慮してください。

l 現在、プロダクトの品質を管理している方法。特に、プロダクトの中で品質の追跡が
必要な領域に重点を置きます。

例:

l エンドツーエンドのユーザープロセス

l プロダクト内のユーザーナビゲーション

l メッセージと警告の一貫性と構文

l パフォーマンスと負荷

l リグレッション

l アプリケーションをどのように構成するか (ウィンドウ、ペインなど)。これらの領域は、作
成するアプリケーションモジュールとその数を決定するのに役立ちます。

l ユーザーがそのアプリケーションを使用する方法。モジュールごとの使用ですか?アプリ
ケーションにはユーザーが必要とする特定の領域や機能がありますか? これらの決定
は、アプリケーションモジュールの必要性に影響します。

l 組織内の開発プロセスに対する責任。これらの領域をテストする必要はありますか?
次のステップでは、この情報を使用して、アプリケーションモジュールツリーを設計します。
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アプリケーションモジュールツリーの作成

分析を実施する前に、アプリケーションモジュールツリーを作成します。

リーダーの権限が必要です。

アプリケーションモジュールツリーを作成するには、次の手順を実行しま
す。

1. ALM Octaneタイトルバーから、品質モジュール を開きます。

2. ツリーの上にあるツールバーで、 [追加 ]ボタン+をクリックします。

3. [アプリケーションモジュールの追加 ]ダイアログボックスで、名前、説明、親を指定しま
す。

ツリー内の項目を選択する場合、選択したノードが親アプリケーションモジュールとし
て使用されます。

ヒント :ツリーの間違った場所にアプリケーションモジュールを作成した場合で

も、修正は可能です。 [編集 ]ボタンをクリックして、 [親 ]フィールドを更新しま

す。また、必要に応じて、項目を新規の親項目にドラッグします。

ツリーを再編成する場合、ランクごとに順番が並び替えられます。

4. 必要に応じてこの作業を繰り返し、完全なツリーを作成します。

5. ツールバーで、 [サブセットの定義 ]ボタン上の下矢印 をクリックします。

6. ドロップダウンリストから、表示するアプリケーションモジュールを選択します。

第一レベルのアプリケーションモジュールのみが選択可能です。
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7. ツールバーで、 [すべての子孫の表示 ]ボタン をクリックして、現在選択されている項
目の子として作成されたアプリケーションモジュールを表示します。

アプリケーションモジュールへの項目の割り当て

アプリケーションモジュールを効果的に使用するには、フィーチャー、テストおよび不具合
を追加します。項目を割り当てた後に、ALM Octaneによるプロダクト品質の評価が可
能になります。
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項目を手動で割り当てるには、次の手順を実行します。

単一の項目を

作成する場合

項目の [アプリケーションモジュール]フィールドで、関連するアプリケー
ションモジュールを選択します。

グリッドで複数の

項目を選択す

る場合

1. 次のいずれかを行います。

l [バックログ]モジュールで、 [テスト ]タブでテストを選択するか、
[フィーチャー]タブでフィーチャーを選択するか、または [ストー

リー]タブで不具合を選択します。

l [品質 ]モジュールで、 [不具合 ]、 [フィーチャー]または [テスト ]タ
ブで項目を選択します。

2. ツールバーで、 [ アプリケーションモジュールに割り当て]をクリックし
ます。

3. ダイアログボックスで、関連するアプリケーションモジュールを選択
して、 [OK]をクリックします。

自動テストを割り当てる場合、 [割り当てルール]ボタンが有効に
なります。これを使用して、自動テストを割り当てるルールを作
成します。詳細については、「自動テストを割り当てるルールの
作成」(159ページ)を参照してください。

ヒント :未割り当ての項目を見つけるには、アプリケーションモジュールツリーで、 [未
割り当て]リンクをクリックします。
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自動テストを割り当てるルールの作成

テストをアプリケーションモジュールに割り当てる作業は単調で、時間がかかります。そこ
で、テストを特定のアプリケーションモジュールに割り当てるためのルールを作成します。

DevOps管理者またはリーダーの権限が必要です。

テストを割り当てるには、次の手順を実行します。

1. テストタブ (品質モジュールまたはバックログモジュール)で、1つまたは複数のテストを
選択します。

2. [アプリケーションモジュールに割り当て]をクリックします。

3. アプリケーションモジュールを1つまたは複数選択します。

4. [割り当てルール]をクリックします。 [割り当てルールの作成または編集 ]ダイアログボッ
クスが開きます。

5. 新規ルールを追加するか、編集またはコピーが可能な既存のルールを見つけます。

例:ショッピングカートのアプリケーションモジュールに割り当てるべきテストがあり
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ますが、それらが割り当てられていません。

このテストの割り当てを行うルールを新しく作成する前に、My*Cartクラスのテ

ストにルールがすでに存在するかどうかを確認してください。

このルールが存在する場合、他のアプリケーション領域にテストを割り当てる

ために使用されている可能性があります。その場合は、そのルールを変更し

て、ショッピングカートのアプリケーションモジュールに追加すれば簡単です。

l 新規ルールを作成するには、ルール名にEnd2Endテストなどの、意味のある名前
を入力します。

l 既存ルールを検索するには、まずフィルタープロパティ値またはルール名を入力し
ます。開いているリストからルールを選択します。

ヒント :ルールの完全なリストを表示するには、*のみを入力します。

選択したルールに基づいて新規ルールを作成するには、ルール名を変更します。

選択したルールを更新するには、ルール名をそのまま残します。

6. (オプション)このルールを割り当てるアプリケーションモジュールのリストを編集します。
必要に応じて、テスト所有者を追加して割り当てます。

7. 多数のテストを選択した後、既存ルールを開かない場合、最初のフィルターが作成
されます。このフィルターは選択したテストのプロパティを基準としています。
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[フィルターの追加 ]をクリックして、フィルターに条件を追加するか、既存の条件を編
集します。これらのフィールドを使用して、以下の条件を作成します。クラス名、コン

ポーネント、名前、パッケージ。

複数の要素を追加して複雑なフィルターを作成したり、フィルターにワイルドカードと
して「*」を含めたりすることができます。必要に応じて、 [フィルターの追加 ]ボタンをク
リックして、フィルターに項目を追加します。

ルールを使用して、選択した値を自動テストに割り当てるには、すべての条件を満
たす必要があります。

8. アプリケーションモジュールとテスト所有者の各フィールドに値が設定されていても
ルールの値を割り当てるか、または、フィールドが空の場合にのみ値を割り当てるか
を選択します。

9. ルールを編集する際に、新規ルールによって変更される既存テストの数を確認しま
す。

10. [ルールの作成 ]をクリックします。このルールは、フィルターに一致する現在および将来
のすべてのテストに影響します。これには、現在システムに存在するテストと、今後
追加される新しい自動テストが含まれます。

ヒント :テスト割り当てルールは、DevOps管理者がALM Octane設定領域で管

理してください。詳細については、「テスト割り当てルールの作成と管理」(579ペー
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ジ)を参照してください。

次のステップ
l 「テストの作成と実行」(162ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「プロダクトの不具合のレポートと追跡」(162ページ)

テストの作成と実行
ALM Octaneでは、品質モジュールの [テスト ]タブに手動テストと自動テストが表示され
ます。

ALM Octaneによって、テスト実行結果ダッシュボード分析が組み込まれます。これによ
り、リリース、ビルド、プロダクトの品質を追跡することができます。

テストプロセス全体の管理方法の詳細については、「テスト」(243ページ)を参照してくだ
さい。

次のステップ
l 「テスト」(243ページ)
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)

プロダクトの不具合のレポートと追跡
アプリケーションの開発時には、不具合のレポート、監視、および修正が不可欠です。
ALM Octaneでは、複数の方法で不具合をレポートして修正できます。

このトピックの内容:

l 「不具合のレポート」(162ページ)
l 「不具合の追跡と分析」(163ページ)
l 「別のワークスペースへの不具合のコピー」(164ページ)

不具合のレポート

不具合はさまざまな場所でレポートできます。
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不具合をレポートするには:

場所 方法

バックログ、品
質、または不
具合モジュー
ル

ツールバーで、追加ボタン + の横にあるドロップダウン矢印から、 [不
具合 ]を選択します。

バックログツリーでいずれかの項目を選択すると、ALM Octaneによ
り、 [エピック]または [フィーチャー]フィールドに選択した項目が入力さ
れます。どちらかのフィールド値を空白のままにした場合、ALM
Octaneにより不具合がバックログフィーチャーに割り当てられます。

ユーザーストー
リーまたはテス
ト内 (テスト実
行後 )

ユーザーストーリー、品質ストーリー、またはテストの [詳細 ]タブで、

[不具合のレポート ]ボタン をクリックします。

ALM Octaneにより、現在の項目のフィーチャーに不具合が関連付
けられます。

手動テストの
実行中 をクリックし、次に [新規不具合の追加 ]をクリックします。

パイプラインの
最新の実行の
[失敗分析 ]タ
ブ

パイプラインの最新の実行に失敗したテストが含まれる場合、パイ
プラインモジュールでパイプライン実行を開き、 [失敗分析 ]タブを選択
します。

1. 1つ以上の自動テスト実行を選択します。

2. [不具合のレポート ]をクリックします。

ALM Octaneにより、新しい不具合が選択された実行にリンクされ、
関連するパイプライン実行の [失敗分析 ]ページへのリンクが記載さ
れます。

不具合の追跡と分析

次のようにして、バックログ項目などの不具合を監視します。

l フィルターを追加して関連する不具合を表示します。

l ダッシュボードモジュールまたは [概要 ]タブで不具合の進行状況を追跡します。

l フィーチャー、ユーザーストーリー、またはアプリケーションモジュールに不具合を関連付
けます。
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別のワークスペースへの不具合のコピー

不具合はワークスペース間でコピーすることができます。

別のワークスペースのユーザーに不具合の一部を処理してもらうような場合には、別の
ワークスペースに不具合をコピーするのが便利です。別のワークスペースのユーザー向け
に不具合を作成して、その不具合の修正を確認してから、元のワークスペースで不具
合を閉じることができます。

別のワークスペースに不具合をコピーできるのは、次の場合に限られます。

l コピー先のワークスペースにアクセスできる。

l コピー先のワークスペースが元の不具合のあるワークスペースと同じ共有スペースに関
連付けられている。

別のワークスペースに不具合をコピーする方法 :
1. その不具合に対して、 [別のワークスペースにコピー] をクリックします。

2. コピー先のワークスペースを選択し、 [コピー]をクリックします。

3. メッセージ内のリンクをクリックして、もう一方のワークスペースに作成された新しい不
具合をオープンします。

この新しい不具合は、 [新規 ]フェーズで元の不具合と同じ名前で作成されています。
[検出者 ]は元の不具合をコピーしたユーザーです。

元の不具合のワークスペースへのリンクを含むコメントが自動的に追加されます。元の
不具合のワークスペースにアクセスできる場合、このリンクをクリックすると元の不具合が
開きます。
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コピーされるも
の

l 共通フィールド。

これは、両方のワークスペースで共有されているエンティティによっ
て異なります。

例:元の不具合のリリースが共有スペースレベルで定義さ

れている場合は、値がコピーされます。元の不具合のリ

リースがワークスペースレベルで定義されている場合、この

リリースは別のワークスペースで使用できないため、コピー

されません。

l 共有スペースレベルで定義された両方のワークスペースに共通
のユーザー定義フィールド (UDF)

l 添付

l タスク

コピーされない
もの

l コメント

l 履歴

l テスト実行と古いバージョン

参照情報 :
l 「バックログ管理」(103ページ)
l 「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)

アプリケーション領域の品質分析
アプリケーションモジュールから集計したデータを使用して、アプリケーションモジュール全
体でプロダクトの品質を分析します。

このトピックの内容 :

l 「特定のアプリケーション領域の品質分析」(166ページ)
l 「最近の開発の影響を受けるアプリケーションモジュールの特定」(166ページ)
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特定のアプリケーション領域の品質分析

各アプリケーションモジュールの品質を確認します。アプリケーションモジュールに項目を
割り当て、リリース全体にわたるプロダクトの品質を分析します。ALM Octaneは、関連
する項目からさまざまな品質分析グラフのデータを集計します。

アプリケーション固有の品質のグラフを表示するには、次の手順を実行し
ます。

1. アプリケーションモジュールツリーで、関連するノードを選択します。

2. [概要 ]をクリックします。

3. 以下を含む関連するグラフを追加します。

l 修正中の不具合 (アプリケーションモジュール別 )
l 実行ステータス (アプリケーションモジュール別 )

最近の開発の影響を受けるアプリケーションモジュールの特定

アプリケーションのリリース後においても、開発の継続中には品質を追跡します。ALM
Octaneを利用して、最近の活動の影響を受けるアプリケーションモジュールを見つけるこ
とができます。

最近の作業の影響を受けるアプリケーションモジュールを見つけるには、
次の手順を実行します。

l アプリケーションモジュール別のコミットダッシュボードウィジェット。

一定の期間中にSCMシステム内でコミットされた変更の数を、アプリケーションモ
ジュール別に表示します。

注: このウィジェットを使用するには、ユーザーストーリーと不具合をアプリケーショ

ンモジュールに割り当てる必要があります。ALM Octaneは、コミットのメッセージ

内のユーザーストーリーまたは不具合の名前を読み取り、コミットとアプリケー

ションモジュールを関連付けます。

l パイプラインモジュール (パイプライン実行のパイプラインの概要および [失敗分析 ]タ
ブ)のアプリケーションモジュールウィジェット。

このパイプライン実行で失敗した自動テストに関連付けられているアプリケーションモ
ジュールの一覧を表示します。このウィジェットには、アプリケーションモジュールに割り
当てられている失敗したテストの数が表示されます。

注: このウィジェットを使用するには、自動テストをアプリケーションモジュールに
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割り当てる必要があります。アプリケーションモジュールへの項目の割り当ての

詳細については、「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)を参照

してください。

l パイプライン実行の [失敗分析 ]タブのアプリケーションモジュールカラム。

失敗したテスト実行のグリッドにカラムを追加して、それぞれの失敗の影響を受けるア
プリケーションモジュールを確認します。「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)
も合わせて参照してください。

次のステップ
l 「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)
l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(153ページ)

パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統
合
ALM Octaneでは、パイプラインはCIサーバー上で実行されるジョブまたはステップを表し
ます。ALM Octaneは、パイプラインのデータをアプリケーションのデリバリプロセスに組み込
むので、品質、進捗状況、変更の影響、コードカバレッジなどの分析に活用できます。

このトピックの内容 :

l 「パイプラインとは」(167ページ)
l 「ALM Octaneがパイプラインのトポロジを作成する方法」(169ページ)
l 「ALM Octaneでのパイプラインの表示」(170ページ)

パイプラインとは
継続的インテグレーション (CI)サーバーとの統合のためのALM Octaneのセットアップが完
了すると、ALM Octaneでパイプラインを作成できます。

パイプラインは、CIサーバージョブのフローを表します。JenkinsまたはBambooを使用して
いる場合は、フロー内のジョブの階層がグラフィック表示されます。

パイプラインをALM Octaneに追加した後で実行すると、ALM Octaneはパイプライン実
行から、ビルド、テスト実行、コミットの情報を収集します。

注:パイプラインの作成、設定、削除には、関連するワークスペースでワークス

ペース管理者またはDevOps管理者の権限が必要です。
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ALMOctaneでパイプラインを使用することで、次のことが可能になりま
す。

アクション 場所 コメント

パイプライン実行と自
動テスト実行の結果
をCIサーバーから収
集

[パイプライン] >
[パイプライン]
タブ

パイプライン実行の詳細のサマリー、テスト
実行の統計情報、パイプラインステップのフ
ローを示すグラフィックなどが表示されます。

自動テストを実行す
るパイプラインステップ
に関するテストプロパ
ティおよび環境データ
の設定

パイプライン
内 : [トポロジ]
タブ

[テスト ]タブ (品質またはバックログモジュー
ル)では、このデータに基づいて後でテスト実
行結果を絞り込むことができます。

ビルドの失敗の追跡
と分析

[パイプライン] >
[パイプライン]
タブ

パイプライン実
行内 : [失敗
分析 ]タブ

失敗したビルドのサマリーまたは詳細、失敗
の理由、対応が必要な領域を表示しま
す。失敗を調査担当のユーザーに割り当
て、ビルドの失敗の分類を使用して調査結
果を共有します。

プロダクトおよびリリー
スの品質分析での
自動テスト実行結
果の使用

ALM Octane
全体のダッシュ
ボードと概要

自動テストを、アプリケーションモジュール
([設定] > [DevOps] > [テスト割り当てルール])
またはバックログ項目に割り当てる必要があ
ります。

特定のビルド実行、
特定のユーザース
トーリー、不具合に
関連するコミットの追
跡

[パイプライン] >
[パイプライン]
タブ

チームバックロ
グ

ストーリーやパ
イプライン実行
内

[設定 ] >
[DevOps]ペー
ジで追加され
たカスタマイズ

SCMシステムと統合されたCIサーバーで作
業する必要があります。
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アクション 場所 コメント

コードで発見された
セキュリティ問題の追
跡

[パイプライン] >
[パイプライン]
タブ

パイプライン実
行内 : [脆弱
性 ]タブ

Fortify on Demandと統合されたJenkins
サーバーで作業する必要があります。

コードカバレッジ:自
動テストでカバーされ
るコードの範囲の追
跡

[パイプライン] >
[パイプライン]
タブ:ダッシュ
ボード

パイプライン
内 : [実行 ]タブ

JaCoCoまたはLCOVコードカバレッジレポー
トを使用して、Jenkinsサーバーと統合する
必要があります。

ALM Octaneがパイプラインのトポロジを作成する方
法
パイプラインを追加するには、パイプラインのルートに使用するジョブをCIサーバー上で指
定します。ALM Octaneは、パイプラインの構造をたどり、パイプラインをビジュアル表示し
ます。

l パイプラインの構造は動的です。ALM Octaneでパイプラインを作成した後に、CIサー
バーでジョブを追加した場合、対応するステップは、次回のパイプライン実行時に追
加されます。

l パイプラインで実行されるジョブが、ALM Octaneによってパイプラインの一部として検
出されていなかった場合、そのジョブは実行中にパイプラインに追加されます。

どちらの場合も、次にパイプラインを開くときに、新しいステップが表示されます。

ヒント :ステップがパイプラインのフローの一部として実行されなくなったとしても、パ

イプラインから削除されることはありません。

時間の経過とともに、 [トポロジ]タブに表示されるパイプライン構造が古くなった

場合には、 をクリックします。これにより、ALM OctaneはCIサーバーで定義され

ている現在のパイプラインステップに基づいて、トポロジを再描画します。
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ALMOctaneでのパイプラインの表示
ALM Octaneのパイプラインモジュールでは、追跡中のすべてのパイプラインが表示されま
す。フィルターを適用することで、条件に合ったパイプラインを表示できます。

パイプライン実行後に、ALM Octaneには、パイプライン実行ステータス、実行履歴、関
連するコード変更、影響を受けるアプリケーションモジュールなどに関する情報が表示さ
れます。失敗したテストやツールに関する分析情報を利用して、失敗の分析に役立て
ることもできます。

次のステップ
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「パイプラインデータを使用したビルド品質の分析」(313ページ)
l 「ソースコントロール管理システムにコミットされた変更の追跡」(218ページ)
l 「セキュリティの脆弱性の追跡 (テクニカルプレビュー)」(232ページ)
l 「パイプライン実行におけるコードカバレッジの追跡」(234ページ)

DevOps CIサーバー統合のフロー
このフローでは、CIサーバーから情報を収集して、それをALM Octaneで使用してリリース
とプロダクトの品質を測定し、ビルドの進行状況を追跡する方法について説明します。

このトピックの内容:

l 「概要」(170ページ)
l 「CIサーバーとの統合のセットアップ」(172ページ)
l 「パイプラインの作成とその調査」(173ページ)
l 「パイプラインの設定 ([トポロジ]タブ)」(174ページ)
l 「ALM Octaneからのパイプラインの実行」(175ページ)
l 「ALM Octaneエンティティへのテストの割り当て」(176ページ)
l 「SCMの設定」(176ページ)
l 「ビルドとリリースの品質の分析」(177ページ)

概要

ALM OctaneとCI/CDプロセスを統合することで、次のことが可能になります。
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l 「CIサーバーからデータを収集」(171ページ)
l 「CIデータを、ALM Octaneで定義されたアプリケーションモジュールやバックログ項目に
接続します。」(171ページ)

l 「自動テスト結果に基づいて、ALM Octaneのダッシュボードやグリッドに、プロダクト品
質を反映させます。」(172ページ)

CIサーバーからデータを収集

DevOps管理者の権限が必要です。

ALM Octane CIプラグインまたはHPE Application Automation Tools Jenkinsプラグイン
をCIサーバーにインストールして設定し、ALM Octaneでパイプラインを作成します。

ALM Octaneパイプラインは、ビルドおよびテスト実行の結果と、CIサーバーのSCMデータ
を収集します。パイプラインの詳細については、「パイプライン: CIサーバーとSCMシステム
の統合」(167ページ)を参照してください。

または、テスト結果収集ツールを使用して、自動テストの実行結果をALM Octaneに送
信します。詳細については、「ALM Octaneへの結果のプッシュ」(296ページ)を参照して
ください。

収集されたテスト実行結果に基づいて、ALM Octaneは関連する自動テストを作成し
ます。詳細については、「ALM Octaneでテスト実行結果から自動テストとテスト実行エ
ンティティを作成する方法」(291ページ)を参照してください。

CIデータを、ALM Octaneで定義されたアプリケーションモジュールやバックログ項目
に接続します。

アプリケーションモジュール、バックログ項目、およびALM Octaneユーザーにテストを割り
当てます。ルールをセットアップして、自動テストを特定のアプリケーションモジュールおよび
テスト所有者に自動的に割り当てることもできます。アプリケーションモジュールとバックロ
グツリーの詳細については、「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)および
「プロダクトバックログの作成」(114ページ)を参照してください。

自動テストの結果は、プロダクトとリリースの品質レポートに組み込まれます。

これらの結果を使用して、ALM Octaneのダッシュボードやグリッドでプロダクトまたはリリー
スの品質を分析できます。

注:ユーザーストーリーと不具合をフィーチャーおよびアプリケーションモジュールに関

連付けることもお勧めします。SCMコミットとフィーチャーおよびアプリケーションモ

ジュールとの関連付けは、コミットのメッセージで言及されているユーザーストーリー

または不具合を介して行われます。
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自動テスト結果に基づいて、ALM Octaneのダッシュボードやグリッドに、プロダクト品
質を反映させます。

プロダクトおよびリリースの品質を反映するグラフやチャートを表示します。これらはALM
Octaneの [ダッシュボード ]モジュールと、ALM Octaneの各モジュールの [概要 ]タブで利
用できます。

ALM Octaneのウィジェットギャラリーから事前に定義されたウィジェットを利用するか、独
自のウィジェットを設計します。

CIサーバーとの統合のセットアップ

DevOps管理者の権限が必要です。

ALM OctaneをCIサーバーと統合するには、ALM Octane CIプラグインをインストールして
設定します。

この統合のセットアップに必要な手順を、以下で簡単に説明します。詳細については、
「ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストールと設定」(569ページ)を参照し
てください。

前提条件

l APIアクセスの取得:共有スペース管理者に、APIアクセスのクライアント IDとクライアント
シークレットの取得を依頼します。プラグインは、この情報を、ALM Octaneと通信する
際の認証に使用します。

共有スペース管理者は、クライアント IDとクライアントシークレットをALM Octaneの設
定で取得できます。アクセスキーは、関連するすべてのワークスペースで、CI/CD統合

ロールに関連付ける必要があります。詳細については、「APIアクセスのセットアップ」
(457ページ)を参照してください。

l 必要な要件を満たしているCIサーバーへのアクセスの取得: ALM Octane CIプラグインでサ
ポートされているCIサーバーについては、「CIサーバー」(60ページ)を参照してください。

ALM Octane統合を行うためにJenkinsサーバーにインストールする必要があるプラグ
イン、およびALM Octane統合でサポートされているが必須ではないプラグインの一覧
については、HPE Application Automation Tools wikiページを参照してください。

l JenkinsまたはBambooを使用する場合、ALM OctaneがCIサーバー上でジョブを実
行するために使用するCIサーバーユーザーを決定します。

CIサーバーへのプラグインのダウンロード、インストール、設定

Jenkins、TeamCity、Bamboo、およびTFS用のプラグインはオンラインで入手できます。
Jenkinsの場合、この機能はHPE Application Automation Toolsプラグインに含まれて
います。
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1. インターネットから関連するプラグインをダウンロードし、CIサーバーにインストールしま
す。

2. ALM Octaneに接続するようにプラグインを設定します。

ALMOctaneでのCIサーバーの定義

1. ALM Octaneの [設定 ] で [スペース]をクリックし、CIサーバーを定義するワークス
ペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [CIサーバー]を選択します。

3. [+]をクリックしてCIサーバーを追加します。

4. CIサーバーに名前を付けます。

5. 利用可能なサーバーのリストから、URLを選択します。リストにはALM Octane CIプ
ラグイン経由でALM Octaneにアクセスするようにセットアップされているすべてのサー
バーが表示されます。

パイプラインの作成とその調査

CIサーバーに接続したら、ALM Octaneでパイプラインを作成することができます。パイプ
ラインのルートジョブを指定すると、そのルートジョブから始まるジョブフローを表すパイプラ
インがALM Octaneによって作成されます。

ALM Octaneでは、これらのパイプラインを使用して、パイプライン実行の結果、コミット、
およびコードカバレッジ情報を分析できます。

パイプラインの [トポロジ]タブには、ジョブフローのビジュアル表現を表示できます。
JenkinsおよびBambooパイプラインの場合は、ジョブフローの階層も表示されます。

パイプラインの作成 :
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DevOps管理者の権限が必要です。

1. ALM Octaneの [パイプライン]モジュールで、 [パイプライン]タブを選択し、 [+]をクリックし
て、パイプラインを追加します。

2. リストからCIサーバーを選択します。リストには、現在のワークスペースのCIサーバー
設定ページで作成されたすべてのサーバーが表示されます。

3. ALM Octaneがパイプラインを開始するルートジョブを選択します。リストには、選択
したCIサーバーで定義されているジョブが表示されます。サーバーとの通信が失敗し
た場合、リストは利用できません。

4. パイプラインの名前を入力し、オプションでリリースに割り当てます。

5. ビルドとテストの失敗に関する電子メール通知を、関係するALM Octaneユーザーに
送信するかどうかを選択します。

パイプラインの調査

パイプラインを作成したら、そのIDをクリックしてパイプラインを開きます。

[トポロジ]タブで、ジョブステップとそのフローを、パイプラインのルートジョブを先頭に、グラ
フィカルに表示できます。詳細については、「パイプラインのグラフィック表示の操作」(180
ページ)を参照してください。

注: Jenkinsを使用している場合 : Jenkins CIサーバー上のHPE Application
Automation Toolsプラグインを使用して、同じようにパイプラインを作成することが

できます。詳細については、HPE Application Automation Tools wikiページのパ

イプラインの作成と設定に関する項を参照してください。

パイプラインの設定 ([トポロジ]タブ)

DevOps管理者の権限が必要です。

パイプラインを作成したら、パイプラインにラベルとタグを付けます。

l ラベルは、パイプラインステップのジョブタイプを示します。これは、パイプラインのフローを
理解するために役立ちます。フラットパイプラインビューでは、パイプラインをフィルターす
ることで、特定のラベルを持つステップのみを表示することもできます。

パイプラインを実行すると、得られるビルドにラベルが追加されます。ラベルがあると、
[失敗したビルド ]タブで失敗を分析するときに、ビルドのコンテキストを理解しやすくな
ります。

l タグは、パイプラインの一部として実行される自動テストに関するテスト詳細と環境情
報を提供します。
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テストを実行するパイプラインステップで、タグを設定します。テストをパイプラインの一部
として実行すると、テスト、テスト実行、およびビルドがそれに応じてタグ付けされます。そ
うすると、ALM Octaneでビルド、リリース、またはプロダクトの品質を分析する際に、これ
らのタグに基づいて、ビルドとテスト実行結果にフィルターを適用できます。

ALM Octaneで追跡する必要のないテストがステップで実行される場合には、ステップを
[テスト実行結果を無視する]に設定します。

パイプラインステップへのラベル付け:

1. IDをクリックしてパイプラインを開き、 [トポロジ]タブを選択します。

2. ステップの右上のラベルをクリックし、ステップのジョブタイプを選択します。

ジョブタイプとしては、コンパイル、パッケージ、デプロイ、テストがあります。

パイプラインステップの設定:

1. IDをクリックしてパイプラインを開き、 [トポロジ]タブを選択します。

2. ステップの右下にある [設定 ]をクリックします。テストフレームワーク、テストタイプ、
テストツール、オペレーティングシステム、ブラウザーなどの情報を追加します。詳細に
ついては、「ステップの設定 :テストおよびテスト実行情報の定義」(186ページ)を参
照してください。

注: Jenkinsを使用している場合 : Jenkins CIサーバー上のプラグインを使用し

て、同じようにパイプラインを設定することができます。詳細については、

https://wiki.jenkins-
ci.org/display/JENKINS/HPE+Application+Automation+Toolsを参照してくださ

い。

ALM Octaneからのパイプラインの実行

DevOps管理者の権限が必要です。

パイプラインを作成したら、CIサーバー上のパイプライン実行をALM Octaneからトリガー
することができます。
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1. ALM Octaneのパイプラインモジュールで、 [パイプライン]タブを開き、パイプラインを選
択します。

2. [パイプラインの実行 ]をクリックします。

JenkinsおよびBambooの場合、パイプラインのステップは、プラグインの設定の際に
指定したCIサーバーユーザーで実行されます。パイプラインの実行は、このユーザー
に割り当てられた権限によって制限されます。

CIサーバーのステップとその結果が、グラフィカルに表示されます。詳細については、「パイ
プラインの実行と分析」(190ページ)を参照してください。

ALM Octaneは、パイプラインの一部として実行される自動テストの結果を収集します。
ALM Octaneは、収集したテスト実行結果に関連付けられた自動テストエンティティを
作成します。関連する自動テストがすでに存在する場合、結果はそのテストに関連付
けられます。

詳細については、「ALM Octaneでテスト実行結果から自動テストとテスト実行エンティ
ティを作成する方法」(291ページ)を参照してください。

ALM Octaneエンティティへのテストの割り当て

ALM Octaneで自動テストをアプリケーションモジュールとバックログ項目に割り当てると、
コンテキスト内でテスト結果を表示できます。これらのテスト結果を使用して、リリースとプ
ロダクトの進行状況と品質を分析できます。

自動テストに所有者を割り当てると、問題をすばやく解決するのに役立ちます。テスト
実行の失敗時にテスト所有者に通知するようにパイプラインを設定することができま
す。

詳細については、「アプリケーションモジュールとバックログ項目へのテストの割り当て」
(293ページ)を参照してください。

SCMの設定

DevOps管理者の権限が必要です。

CIサーバーがGitまたはSubversion (SVN)などのソースコントロール管理 (SCM)システ
ムと連携するようにセットアップされている場合、ALM Octaneでコミットされた変更を追
跡できます。「ソースコード管理 (SCM)の統合」(450ページ)も合わせて参照してくださ
い。

詳細については、「ソースコントロール管理システムにコミットされた変更の追跡」(218
ページ)を参照してください。

SCMシステムとのこの統合をさらに活用するための設定については、「SCMシステムの
セットアップ」(576ページ)を参照してください。
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ビルドとリリースの品質の分析

パイプラインの作成、設定、実行が完了したら、収集した情報をもとに、ビルド、プロダ
クト、リリースの品質を反映できます。

自動テスト結果に基づいて、ALM Octaneのさまざまなダッシュボード、概要ウィジェッ
ト、グリッドに、プロダクトおよびリリースの品質を分析させます。詳細については、「リリース、
プロダクト、およびビルドの品質の分析」(309ページ)を参照してください。

ビルド実行の詳細を確認し、失敗した自動テストを分析することで、ビルド品質を分析
します。

パイプラインモジュールを開き、 [パイプライン]タブを選択します。左側のパイプラインのリス
トから、パイプラインを選択します。

ALM Octaneは、パイプラインのステータスと履歴の全体像を提供します。また、このパイ
プラインに関連する変更や、関連するアプリケーションモジュールなどを確認することもで
きます。

l 前回の実行の詳細を表示するには、パイプライン実行番号をクリックします。

l このパイプラインのすべてのビルド実行に関する情報と、パイプラインに対して行われた
変更に関する情報を表示するには、パイプライン名の左側にあるパイプラインIDをク
リックします。

パイプラインの [実行 ]タブでは、すべてのパイプライン実行を、ALM Octaneにパイプラ
インを追加した時点まで遡って、確認できます。特定の実行のIDをクリックすると、そ
の詳細が表示されます。

パイプライン実行の詳細には、たとえば次の内容が含まれます。

l 実行の時刻と継続時間。

l 失敗したテストに関する情報。詳細については、「パイプライン実行の失敗の分析」
(199ページ)を参照してください。

l 実行に関連付けられたコミットとストーリー (SCMシステムと統合されたCIサーバーを
使用している場合 )。詳細については、「ソースコントロール管理システムにコミットされ
た変更の追跡」(218ページ)を参照してください。

次のステップ
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分析」(309ページ)
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パイプラインの作成と設定
ALM Octaneのパイプラインとは、CIサーバーのジョブとステップのフローを表します。パイプ
ラインを使用することにより、パイプラインの実行とそのステータスを階層構造で明確に
分析できます。この情報は、品質と進行状況の監視や、発生した問題の迅速な特
定と修正に役立ちます。

パイプラインを作成する前にALM Octaneのパイプラインについて知りたい場合は、「パイ
プライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」(167ページ)を参照してください。

このトピックの内容 :

l 「ALM Octaneでのパイプラインの追加」(178ページ)
l 「パイプライン表示のカスタマイズ」(180ページ)
l 「パイプラインのグラフィック表示の操作」(180ページ)
l 「パイプラインのステップのラベル付けと設定」(183ページ)
l 「パイプラインステップのフィルター」(189ページ)
l 「パイプラインの削除」(190ページ)

注: Jenkinsを使用している場合 : Jenkins CIサーバー上のHPE Application
Automation Toolsプラグインを使用して、同じようにパイプラインを作成することが

できます。詳細については、HPE Application Automation Tools Wikiページにあ

るパイプラインの作成と設定に関する項を参照してください。

ALM Octaneでのパイプラインの追加

1. 前提条件 :
l DevOps管理者の権限が必要です。

l ALM Octane CIプラグインがCIサーバーにインストールされていることを確認してく
ださい。

詳細については、「ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストールと設
定」(569ページ)を参照してください。

l 設定領域に、CIサーバーが1つ以上存在することを確認してください。詳細につ
いては、「ALM OctaneへのCIサーバーの追加」(567ページ)を参照してください。

2. ALM Octaneで、パイプラインモジュールに移動し、 [パイプライン]タブを開きます。

3. [+]をクリックしてパイプラインを追加します。

4. CIサーバーを選択します。リストには、現在のワークスペースのCIサーバー設定ページ
で作成されたサーバーが表示されます。

5. ALM Octaneがパイプラインを開始するルートジョブを選択します。リストには、選択し
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たCIサーバーで定義されているジョブが表示されます。サーバーとの通信が失敗した
場合、リストは利用できません。

注:パイプライン実行の結果は、ルートジョブの結果によって決まります。した

がって、フロー内の他のジョブの結果をパイプライン実行結果に反映させるに

は、CIサーバー上でそのジョブの結果をルートジョブまで集約するようにしてく

ださい。

6. パイプラインの名前を入力し、オプションで、パイプラインをリリースに割り当てます。

パイプラインに割り当てられたリリースには、このパイプラインから収集されたテスト実
行がすべて自動的に割り当てられます。これにより、リリースのコンテキストで結果を
表示し、リリース品質を評価できます。

ヒント : [標準設定リリース]にパイプラインを割り当てると、パイプラインは標準設

定リリースとして現在設定されているリリースに常に関連付けられます。

7. パイプラインのタイプを指定します。リストからタイプを1つまたは複数選択します。選択
できるタイプには、ビルド、テスト、統合、デプロイ、セキュリティがあります。

l ほとんどのタイプは、オプションです。この定義を行うことにより、このパイプラインで
処理するライフサイクルステージが覚えやすくなります。

l パイプライン実行で、Fortify on Demandによって検出されたセキュリティ脆弱性
を表示するには、セキュリティを選択する必要があります。

8. Fortify on Demandにパイプラインを接続します (オプション)。
セキュリティ評価を目的にしたコードのアップロードについて、 [このパイプラインには

Fortify on Demandジョブが含まれる]オプションを指定します。

このオプションを選択すると、ALM OctaneはFortify on Demandの結果を取得し、
各パイプライン実行で検出された新しい脆弱性を表示します。

このオプションは、次の場合にのみ使用できます。

l パイプラインの [タイプ]を [セキュリティ]に設定している。

l Fortify on Demandとの統合をセットアップしている。詳細については、「セキュリ
ティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー)」(590ページ)を参照してくだ
さい。

Jenkins Fortify on Demand Uploadステップを設定する際に使用したアプリケーショ

ンとリリースを入力します。この情報に基づいて、Fortify on Demandによるコードス
キャンの対象となるアプリケーションが識別されます。

9. 通知を設定します (オプション)。ビルドまたは自動テスト実行が失敗した場合、関連
するユーザーに電子メールを送信する設定をALM Octaneで行います。

l 実行の失敗時にコミット実施者に通知する:失敗したパイプライン実行に含まれて
いるコミットを行ったユーザーに通知します。
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l テストの失敗時にテスト所有者に通知する:失敗した自動テストの所有者である
ユーザーに通知します。

このオプションは、後で、パイプラインの [詳細 ]タブで編集できます。 DevOps管理
者の権限が必要です。

詳細については、「パイプライン実行に関連付けられたコミットの追跡」(220ページ)
を参照してください。

ALM OctaneがCIサーバーから情報を取得し、パイプラインを作成します。パイプラインの
名前またはリリースの横にある鉛筆アイコンをクリックして、名前またはリリースを編集しま
す。

パイプライン実行の後、実行結果の概要を確認できます。詳細については、「パイプラ
イン実行結果の表示とビルド品質の分析」(192ページ)を参照してください。

パイプライン表示のカスタマイズ

パイプラインが多数定義されている場合は、一度に表示する情報を絞り込むと便利で
す。

この操作には、パイプラインモジュールで [パイプライン]タブを開き、パイプラインのリストの上
にあるツールバーを使用します。

目的 手順

パイプラインのリストをフィルター
し、必要なパイプラインのみを表
示する

[パイプラインの選択 ]ボタン にある下向き矢
印をクリックし、表示するパイプラインを選択しま
す。

リストの各パイプラインで表示され
る情報量を減らす

をクリックすると、リスト内で表示するパイ

プライン情報の量を増減できます。

選択した内容は保持され、それ以降のセッションにも適用されます。

パイプラインのグラフィック表示の操作

パイプラインを作成すると、パイプラインのルートジョブを起点に、パイプラインステップがグ
ラフィック表示されます。

BambooやJenkinsを使って作業する場合、ステップの実行順番や他のステップの一部
として実行されるステップなどを確認できます。

IDをクリックしてパイプラインを開き、 [トポロジ]タブを選択します。
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Jenkinsの例

注:パイプラインは、最初にALM OctaneがCIサーバー上で検出した構造に基づ

いて作成されます。パイプラインをCIサーバー上で実行する際、実行中に検出さ

れたステップがALM Octaneにより追加されます。パイプラインを次に開くときに、こ

のステップが表示されます。

次に、 [トポロジ]タブのパイプライン表示で使用されるグラフィックの説明と使用方法につ
いて説明します。

視覚的手がかり 説明

パイプラインのIDと名前。

クリックすると、パイプラインが [フラット

ビュー]または [ツリービュー]で表示されま
す。

ツリービュー:パイプラインの階層とフローを
表示します。

フラットビュー:階層やフローを表示せず、
パイプラインのステップを並べて表示しま
す。このビューは、複雑なパイプラインの
全体像を把握する際に便利です。

このビューでは、パイプラインステップをフィ
ルターすることも可能です。詳細について
は、「パイプラインステップのフィルター」
(189ページ)を参照してください。
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視覚的手がかり 説明

パイプラインのステップ。

ステップ名をクリックすると、CIサーバーで
ジョブを開くことができます。

階層表示のパイプラインの場合、これを
クリックすると、親ステップの一部として実
行されるステップの展開や折りたたみが
可能です (内部ジョブ)。

点線に対して同じ側にあるステップは、
並列実行されます (並列ジョブ)。

点線の右側にあるステップは、左側にあ
るステップの後に実行されます (シーケン
シャルジョブ)。

パイプラインの一部として実行されるス
テップ。

階層表示のパイプラインでは、この矢印
の後のステップは、呼び出し元のステップ
とその子が終了した後で実行されます
(シーケンシャルジョブ)。

クリックすると、ステップタイプのラベルを、コ
ンパイル、パッケージ、デプロイ、テストの
中から選択できます。

ALMOctaneユーザーガイド

パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合

ALM Octane (12.55.17) 182 / 628ページ



視覚的手がかり 説明

クリックすると、ステップ情報を設定できま
す。これはパイプラインのステップにタグと
して追加されます。タグは後で、テスト実
行結果のフィルター処理などに使用でき
ます。

次の情報を指定できます。

l テスト関連情報 :フレームワーク、テス
トタイプ、テストツール、テストレベル。

l ステップが実行される環境 (ブラウ
ザー、オペレーティングシステム、データ
ベースなど)。また、ステップ実行時のビ
ルドパラメーターの値に基づいて設定
される条件付き環境タグも定義できま
す。

l ビルドによって作成されるビルドレポー
トにリンクする方法。

詳細については、「ステップの設定 :テスト
およびテスト実行情報の定義」(186ペー
ジ)を参照してください。

クリックすると、CIサーバーで定義されてい
る現在のパイプラインステップに基づい
て、トポロジが再描画されます。

この機能は、CIサーバー上でパイプライン
フローを数回変更した場合や、ALM
Octaneのパイプライン構造に、現在のフ
ローには存在しないステップが含まれてい
る場合などに役立ちます。

再描画の際に、ALM Octaneはパイプラ
インステップ設定を維持しようとします。た
だし、ステップを大幅に変更した場合に
は、設定が失われる可能性があります。

パイプラインのステップのラベル付けと設定

ラベル付けと設定により、ALM Octaneのパイプラインをさらに便利に使用できます。これ
により、ステップの目的が理解しやすくなり、テスト実行結果に関するコンテキスト情報を
追加することができます。

IDをクリックしてパイプラインを開き、 [トポロジ]タブを選択します。
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DevOps管理者の権限が必要です。

ジョブタイプに基づくステップのラベル付け

ステップの右上のラベルをクリックし、ステップのジョブタイプを選択します。ラベルは、パイプ
ラインのフローを理解する際に役立ちます。フラットパイプラインビューでは、パイプラインを
フィルターすることで、特定のラベルを持つステップのみを表示することもできます。

ジョブタイプとしては、コンパイル、パッケージ、デプロイ、テストがあります。

パイプラインを実行すると、得られるビルドにラベルが追加されます。ラベルがあると、 [失
敗したビルド ]タブで失敗を分析するときに、ビルドのコンテキストを理解しやすくなりま
す。

ステップの設定 :特定のステップの結果の無視または非表示

パイプラインには、ALM Octaneで結果を追跡する必要のないステップやテストが含まれ
ていることがあります。このような場合は、ステップを無視したり、品質分析の結果で非
表示にすることができます。

パイプラインの [トポロジ]タブで、ステップの右下にある [設定 ]ボタンをクリックします。
次のいずれかのオプションを選択します。

このステップとそれより後のステップを無視します

特定のステップとそれに続くステップのステータス、継続時間、テスト結果を無視するよう
にパイプラインを設定します。

たとえば、パイプラインには、追跡する必要のないポストビルドステップやダウンストリームス
テップが含まれることがあります。このようなステップを無視すると、無視したステップの実
行完了を待たずに、パイプライン実行のステータスと継続時間が更新されます。

ビルドの失敗を分析する際に失敗したビルドを非表示にします

特定のステップのビルドで発生する失敗が、パイプライン実行の失敗分析で無視できる
場合もあります。これには、たとえば、子ステップの失敗のみが原因で親ステップが失敗
した場合などがあります。
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パイプラインステップでは、パイプラインの概要ウィジェットと失敗分析にビルドの失敗を含
めないように設定することができます。この設定は、重要な失敗に集中する上で役立ち
ます。

特定のステップが原因で発生するビルドの失敗を非表示にするには、次の手順を実行します。

パイプラインの [トポロジ]タブ パイプライン実行の [失敗分析 ]タブ

1. ステップの右下にある
[設定 ]ボタンをクリックしま
す。

2. [ビルドの失敗を分析する際

に失敗したビルドを非表示

にします]を選択します。

[失敗したビルド ]タブで、非表示にするビルドを右ク
リックし、 [このパイプラインステップからのビルドを非表示に

する]を選択します。

このステップで生成されたビルドは、すべてのパイプライン実行で非表示になります。

ステップのビルドの失敗を再表示するには、次の手順を実行します。

パイプラインの [トポロジ]タブで、

1. ステップの右下にある [設定 ]ボタンをクリックします。

2. [ビルドの失敗を分析する際に失敗したビルドを非表示にします]オプションをオフにしま
す。

テスト実行結果を無視する

ALM Octaneで追跡する必要のないテストがステップで実行される場合には、 [テスト実行

結果を無視する]を選択します。このステップでテストを実行しても、結果はALM Octane
に送信されず、これに対応するテストも作成されません。

たとえば、ユニットテストを無視するのにこのオプションを使用することをお勧めします。これ
により、パフォーマンス低下の原因となるALM Octaneの不要な負荷を軽減できます。

このステップで以前に収集したテスト実行結果を削除するかどうかを指定します。これ
以降、テストの実行結果がすべて削除されると、自動テストも削除されます。

注意:テスト結果の削除は、パイプラインのビルド実行履歴にも反映されます。ま

た、テスト結果を無視するステップでは、失敗分析も利用できなくなります。

パイプラインの [トポロジ]タブでは、パイプラインステップに選択したオプションが反映され
ます。例 :
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ステップの設定 :テストおよびテスト実行情報の定義

テストを実行するパイプラインステップに対して、ステップに関する環境情報とテスト情報
を追加します。

l テストフィールドとテスト環境: これにより、パイプラインのステップにタグが追加されます。こ
のパイプラインのステップでテストが実行されると、テスト、テスト実行およびビルドにその
タグが追加されます。その後、ALM Octaneでこれらのタグに基づいてビルドとテスト実
行結果にフィルターを適用し、プロダクトおよびリリースの品質分析に役立てることが
できます。

例: このJenkinsステップQA-Functional-Chromeは、テストとラベル付けされてお

り、次のタグが設定されています。

l テストフィールド : Framework = TestNG、Test type = End to End、Test level
= Integration Testing、Testing tool: Selenium。

l テスト環境 : WinServer2012 (OS)、MSSQL (DB)、QA (AUT Env)、
Chrome (Browser)。

l カスタムビルドレポート :ビルドでレポートが作成される場合、ALM Octaneはレポートへ
のリンクを関連する自動テスト実行に追加できます。このレポートはCIサーバーなどに
保存でき、テスト実行の失敗分析で役立ちます。
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パイプラインステップで、カスタムレポートリンクのURLまたはURLテンプレートを設定しま
す。ALM Octaneは、このパイプラインステップの一部として作成されたテスト実行への
リンクと、このステップの結果であるビルドへのリンクを追加します。

パイプラインステップを設定するには、次の手順を実行します。

1. ステップの右下にある [設定 ]ボタンをクリックします。

2. [テストフィールド ]タブで、ステップで実行されるテストのタイプと、実行に使用される
ツールおよびフレームワークに関する情報を追加します。

次の定義済みの値の中から選択します。

フィールド 可能な値

フレームワーク リストから選択します。例 : JUnit、TestNG、UFT。

テストタイプ 次のいずれか:受け入れ、エンドツーエンド、リグレッション、サニティ、セキュリ

ティ、パフォーマンス。

テストツール リストから選択します。例 : Manual Runner、Selenium、UFT、LeanFT、
StormRunner Load、StormRunner Functional、LoadRunner。

テストレベル リストから選択します。例 :統合テスト、システムテスト、ユニットテスト。

[フレームワーク]と [テストツール]のリストに値を追加できます。この操作を行うには、
APIかJenkins plugin UIを使用して、パイプラインステップにタグを追加します。

ALM Octaneは、Jenkinsパイプラインで検出されたテスト実行で、次のフィールドを
自動設定します。

フィールド テスト結果の取得元

テストツール UFT

LoadRunner

StormRunner Load

Performance Center

StormRunner Functional (バージョン5.3.3以降のHPE Application
Automation Toolsプラグインが必要 )

フレームワーク UFT

テストタイプ Performance Center

これらのテストを実行するパイプラインステップに手動でタグを追加してある場合、手
動タグによって自動タグがオーバーライドされます。

3. [テスト環境 ]タブで、ステップが実行される環境に関する情報を追加します。たとえ
ば、オペレーティングシステム、ブラウザー、データベースなどです。
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環境は、カテゴリ別にグループ分けされます。ALM Octaneには、すぐに使用できる
環境のリストが用意されています。使用するプロジェクト開発モデルに基づいて、環
境の詳細情報を定義することもできます。

次のいずれかを行います。

既存の環境を使用する [環境 ]ボックスをクリックし、既存の環境を選択しま
す。

ヒント :ボックスに入力して、特定の値を検索

します。

カスタム環境を追加する a. [環境 ]ボックスをクリックし、新しい環境の名前を
入力し、リストから選択します。

b. 新しい環境の [カテゴリ]を選択し、 [OK]をクリック
します。

例:

l Lab Machineカテゴリを追加し、夜間実行

に使用するマシン用のタグを作成します。

l 特定のブラウザーバージョンまたは開発ブラ

ンチ用の環境を追加します。

管理者とリーダーは、環境のリストを変更できます。
詳細については、「環境」(79ページ)を参照してくだ
さい。
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ビルドパラメーターの値に
基づいて、ビルド実行時
に環境を設定するための
条件を作成する

テーブルで、動的に割り当てる環境の行を追加しま
す。

各行で次の内容を指定します。

パラメーター名 + 値 ==> 環境

このステップで使用可能なビルドパラメーターのリスト
から、ビルドパラメーター名を選択します。

注:
JenkinsのMatrixプラグインを使用する場合、

パイプラインには、ビルド実行中に生成された

子ステップが表示されます。それぞれが、ビル

ドパラメーター値の1つのセットを表しています。

親ステップで条件付き環境を設定します。こ

れは、生成される子ステップに適用されます。

子の設定を変更することはできません。

4. [カスタムビルドレポート ]タブで、ビルドで生成されるレポートへのリンクの作成に使用
できるURLまたはURLテンプレートを入力します。

テンプレートに {JobName}および {BuildNum}プレースホルダーを含める場合、リン
クの作成時に、プレースホルダーは関連するジョブ名とビルド番号に置換されます。

例 :

http://myServer:myPort/jenkins/job/{JobName}/{BuildNum}
/reports/logs/jenkins-test-reports.html

ALM Octaneは、このパイプラインステップの一部として作成されたテスト実行へのリ
ンクと、このステップの結果であるビルドへのリンクを追加します。

パイプラインステップのフィルター

パイプラインをラベルまたはジョブ名でフィルターすると、指定したラベルのパイプラインス
テップのみを表示したり、指定した文字列が名前に含まれるステップのみを表示したり
できます。

パイプラインにフィルターを設定しておくと、次にそのパイプラインを表示する際、そのフィル
ターが再度適用されます。

IDをクリックしてパイプラインを開き、 [トポロジ]タブを選択します。

パイプラインフラットビュー:
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l ラベルでのフィルター:右側のラベルから選択し、表示するパイプラインステップのタイプを
指定します。

l ジョブ名でのフィルター: コンテキスト検索ボックスに入力すると、指定した文字列が名
前に含まれるステップのみが表示されます。

ラベルとジョブ名でフィルターすると、両方のフィルターに一致するステップのみが表示され
ます。

パイプラインの削除

DevOps管理者の権限が必要です。

[パイプライン] > [パイプライン]ページで、左側のツールバーの [X]をクリックします。選択し
たパイプラインが (確認後に)削除されます。

パイプラインを削除する場合 :

l パイプラインのラベルと設定情報はすべて削除されます。

l パイプライン実行と、このパイプラインからの自動テスト実行が削除されます。自動テ
ストエンティティは削除されません。

次のステップ
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)
l 「リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分析」(309ページ)

パイプラインの実行と分析
ALM Octaneでパイプラインの作成と設定を行った後、パイプラインをCIサーバー上で実
行します。次に、パイプライン実行結果を表示および分析し、ビルド品質の追跡を開
始します。

このトピックの内容 :

l 「パイプライン実行の処理内容」(191ページ)
l 「ALM Octaneからのパイプライン実行のトリガー (オプション)」(191ページ)
l 「パイプライン実行結果の表示とビルド品質の分析」(192ページ)
l 「パイプラインの失敗分析」(196ページ)
l 「パイプラインの概要ウィジェットの追加情報」(196ページ)
l 「コード変更の追跡」(198ページ)
l 「パイプラインのライブサマリーの表示と共有」(198ページ)
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パイプライン実行の処理内容

パイプライン実行では、次の処理が行われます。

l ALM Octaneが、パイプラインステップ実行の結果を収集します。これは、実行を構
成するビルドです。

パイプライン実行の番号は、パイプラインのルートステップのビルド番号です。

パイプライン実行のステータスは、ルートジョブの結果によって決まります。したがって、
フロー内の他のジョブの結果をパイプライン実行ステータスに反映させるには、CIサー
バー上でそれらのジョブの結果をルートジョブまで集約するようにしてください。

l ALM Octaneは、パイプラインの一部として実行される自動テストの結果を収集しま
す。ALM Octaneは、収集したテスト実行結果に関連付けられている自動テストエン
ティティとテスト実行エンティティを作成します。関連する自動テストがすでに存在する
場合、結果はそのテストに関連付けられます。詳細については、「ALM Octaneでテス
ト実行結果から自動テストとテスト実行エンティティを作成する方法」(291ページ)を
参照してください。

ALM Octaneで自動テストを手動テストとともに表示します。プロダクトおよびリリースの
品質を追跡する際にテスト実行結果を表示します。

l ALM Octaneは、利用可能なSCMコミット情報をすべて収集します。

l

セキュリティテストの統合をセットアップすると、パイプライン実行によりアプリケーション
コードのセキュリティ評価がトリガーされ、ALM Octaneにパイプライン実行で新たに見
つかった脆弱性が表示されます。

これにより、コードに持ち込まれたセキュリティ上の脆弱性をすばやく見つけて修正す
ることができます。

詳細については、「セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー)」(590
ページ)を参照してください。

l コードカバレッジ追跡をセットアップすると、JaCoCoとLCOVのレポートがJenkinsから
ALM Octaneへと送信されます。詳細については、「パイプライン実行におけるコードカ
バレッジの追跡」(234ページ)を参照してください。

l パイプライン実行が終了すると、パイプラインステータスの詳細、パイプライン実行で失
敗したビルドやテストの詳細、それらの失敗に関連するコミットの情報、コードカバレッ
ジ情報などがALM Octaneに表示されます。

この情報は、ビルド、プロダクト、リリースの品質とステータスの分析に役立ちます。

ALM Octaneからのパイプライン実行のトリガー (オプション)

DevOps管理者の権限が必要です。
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1. ALM Octaneのパイプラインモジュールで、 [パイプライン]タブを開き、パイプラインを選
択します。

2. [パイプラインの実行 ]をクリックします。

これにより、CIサーバーによるパイプラインのルートジョブの実行がトリガーされます。

JenkinsおよびBambooの場合、パイプラインステップは、CIサーバーでのALM Octane CI
プラグイン設定時に指定したCIサーバーユーザーによって実行されます。パイプラインの
実行は、このユーザーに割り当てられた権限によって制限されます。

パイプライン実行結果の表示とビルド品質の分析

パイプライン実行後に、ALM Octaneには、パイプライン実行ステータス、実行履歴、関
連するコード変更、影響を受けるアプリケーションモジュールなどに関する情報が表示さ
れます。失敗したテストやツールに関する分析情報を利用して、失敗の分析に役立て
ることもできます。

ALM Octaneでパイプラインモジュールに移動し、 [パイプライン]をクリックします。

ヒント : フィルターを使用することで、表示されるパイプラインを絞り込むことができま

す。「パイプライン表示のカスタマイズ」(180ページ)を参照してください。

下のオプションを使用して、ビルドの品質の追跡と分析を実行できます。

パイプラインステータスのチェック (左側のパイプラインリスト )
ALM Octaneへの追加後に実行されたパイプラインについては、最後のパイプライン実

行の詳細が表示されます。展開されたビュー には、実行番号、日付、ステー
タス、実行時間が表示されます。

また、ビルドで実行された自動テストのステータスも表示されます。パイプライン実行結
果は、最も高いレベル、すなわちパイプラインのルートで集計 (結合 )されます。

パイプラインボックスの上にある進行状況バー は、パイプラインの新しい実行が
進行中であることを示します。進行状況バーの色は、前回の実行のステータスを示しま
す。

l 前回の実行時間 (前回実行した場合 )に基づいて予測された進捗の割合が表示
されます。前回実行していない場合は、ストライプのバー が表示されま
す。

l 進行状況バーにカーソルを置くと、実行中のパイプラインステップが表示されます。

l パイプライン実行が完了すると、実行結果が自動的に更新されます。

例:
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パイプラインがCIサーバー上で失敗します。このパイプラインでは、255の自動テス

トが実行されます。252件が合格、2件が失敗、1件がスキップされています。

このパイプラインでは新しい実行が進行中であり、現在実行されているのはQA-
Provision-Envステップです。

ヒント :テスト実行の数をクリックすると、品質モジュールでテストが開きます。同じ

テストがパイプライン内で複数回実行される可能性があるので、テストの総数と

テスト実行の数が異なる場合があります。

パイプラインのリストをフィルターするには、フィルターアイコン をクリックして、リリースを選
択します。

パイプライン実行の概要 :パイプラインの最新の実行を簡単かつ包括的
に表示

[パイプライン] > [パイプライン]タブを選択すると、パイプライン実行の全体的なステータス
を簡単に確認できます。また、パイプライン実行の内訳がステータス別と継続時間別に
表示されるので、失敗の原因の特定に役立ちます。

左側のパイプラインのリストから、パイプラインを選択します。
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ビューの内容

l 上のセクションでは、パイプラインの失敗の原因としてALM Octaneが特定した、重要
度の最も高い問題が表示されます。これには、コンパイルの問題、環境の問題、品
質の問題があります。

l パイプラインの名前 (上 )またはリリース (右下、鉛筆をクリックして編集 )の変更が可
能です。

パイプラインのリリースを変更すると、それ以降のパイプライン実行がこのリリースに関
連付けられます。既存の実行は、変更されません。

l [失敗分析 ]をクリックすると、最新の実行の失敗分析タブが開き、問題をさらに詳しく
調査できます。

l [最近のパイプライン履歴 ]タイムラインには、各実行のステータス (色別 )と継続時間
(サイズ別 )が表示されます。

タイムラインの列にカーソルを置くと、その実行に関する詳細情報が表示されます。

列をクリックすると、実行が開いて詳細を確認できます。

l [障害分析 ]カードでは、選択したパイプラインで検出された重大度の最も高い問題
が表示されます。これは、優先的な修正が必要な問題です。ALM Octaneは、失
敗したテスト、問題があるテスト、ビルドの失敗の分類、関連コミット実施者などに関
する情報を分析します。CIの所有者は、この分析データを参照することにより、失敗
したパイプラインを迅速に修正することができます。詳細については、「パイプライン実
行の障害分析」(211ページ)を参照してください。

l ダッシュボードには、選択したパイプラインの最新の実行に関するサマリー情報が表示
されます。ダッシュボードの標準設定では、現在調査中の失敗したテストとビルドの
数、問題のあるテスト、影響を受けるアプリケーション領域が表示されます。

失敗したテスト実行があるアプリケーションモジュールウィジェットと失敗したビルドウィジェット
の詳細については、下記の「パイプラインの概要ウィジェットの追加情報」(196ページ)
を参照してください。

[+]をクリックしてDevOpsと分析ウィジェットギャラリーから他のウィジェットを追加するか、
独自のウィジェットを作成することができます。

たとえば、Jenkinsのコードカバレッジレポートに基づいて、パッケージ別とファイル別で
コードカバレッジを表示するウィジェットや、時間経過に伴うコードカバレッジの傾向を
示すウィジェットを追加できます。詳細については、「パイプライン実行におけるコードカ
バレッジの追跡」(234ページ)を参照してください。

ヒント :ウィジェットを削除するには、ウィジェットの右隅にあるウィジェットメニュー
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ボタンをクリックし、 [削除 ]を選択します。

l 右側のパネルには、選択したパイプラインの最新の実行に関する詳細が表示されま
す。時間、継続時間、リリース、この実行に含まれているコミットの数、影響を受けた
アプリケーションモジュールなどが表示されます。

Fortify on Demandのセキュリティテスト結果を収集するようパイプラインがセットアップ
されている場合、スキャンが完了すると、最新のパイプライン実行でトリガーされたス
キャンで検出された新しい脆弱性の数が表示されます。数値をクリックすると、そのパ
イプライン実行の [脆弱性 ]タブが開きます。詳細については、「セキュリティの脆弱性
の追跡 (テクニカルプレビュー)」(232ページ)を参照してください。

パイプラインへのドリルダウンによる詳細表示

パイプラインのIDをクリックすると、パイプラインが開き、パイプラインとその実行に関する詳
細が表示されます。

l [詳細 ]タブには、パイプラインの定義に関する情報、パイプライン実行成功率、平均成

功期間が表示されます。ここに表示される数値は、パイプラインの作成以降に実行
されたすべてのパイプライン実行に基づいて計算されます。

l [フォロー]ボタンをクリックすると、設定に基づいて、電子メールや自分の作業で通知を
受け取ることができます。通知を受信できるのは、失敗した実行に自分のコミットが
含まれている場合、テストが失敗した場合、パイプライン実行が失敗した場合です。

l [実行 ]タブには、ALM Octaneにパイプラインを追加した日時以降に実行されたパイ
プライン実行が、すべて一覧表示されます。

各実行に対して、そのステータスや継続時間などが表示されます。

パイプライン実行の詳細表示

特定のパイプライン実行を開くことにより、詳細の表示やテストの失敗分析を実行でき
ます。

1. [パイプライン]モジュールで、 [パイプライン]タブを開き、パイプラインを選択します。

2. 特定のパイプライン実行を開きます。

l 前回の実行を開くには、パイプラインの実行番号をクリックします。

l 以前の実行を開くには、パイプラインのIDをクリックしてパイプラインを開きます。
[実行 ]タブで、特定の実行のIDをクリックします。

[詳細 ]タブには、パイプライン実行の概要が表示されます。ここには、この実行の時
間、ステータス、コミットに含まれる変更済みファイルの数、パイプライン実行の履歴

などが表示されます。

ヒント :変更されたファイルウィジェットでは、コミットメッセージを介して不具合や
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ユーザーストーリーに関連付けられていない変更済みファイルが未割り当てバーに

表示されます。

l タグを追加し、実行をラベル付けします。タグは、パイプライン実行リストに表示され、
ダッシュボードウィジェットでパイプライン実行をグループ化するときに使用できます。

l ビルド番号をクリックすると、特定の実行をCIサーバーで開くことができます。

l [コミット ]タブと [バックログ項目 ]タブを使用して、「コード変更の追跡」(198ページ)を
します。

l [失敗分析 ]タブを使用して、「パイプラインの失敗分析」(196ページ)をします。

パイプラインの失敗分析

特定のパイプライン実行の [失敗分析 ]タブでは、その実行に含まれている失敗したビ
ルドと自動テストの詳細を確認できます。

分析に基づいて、自動テストの編集、コミット済みの変更のロールバック、アプリケーショ
ンの特定領域に関する不具合の作成、プロジェクトのタイムラインの延長、計画内容
の縮小を実行できます。

詳細については、「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)を参照してください。

パイプラインの概要ウィジェットの追加情報

l 失敗したテスト実行があるアプリケーションモジュール:
テストの失敗が最も多いアプリケーションモジュールを確認します。

このパイプライン実行で失敗した自動テストに関連付けられているアプリケーションモ
ジュールの一覧を表示します。このウィジェットには、アプリケーションモジュールに割り
当てられている失敗したテストの数が表示されます。
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注: このウィジェットを使用するには、自動テストをアプリケーションモジュールに

割り当てる必要があります。アプリケーションモジュールへの項目の割り当ての

詳細については、「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)を参照

してください。

l 失敗したビルドの分類:
このパイプライン実行に含まれる失敗したビルドの数を、失敗のタイプ別に表示しま
す。また、調査のために現在誰かに割り当てられている失敗の数を確認することもで
きます。

このウィジェットを使用するには、失敗したビルドを [失敗分析 ]タブで分類する必要
があります。ALM Octaneで自動的に分類する方法と、独自の失敗分析に基づいて
手動で分類する方法があります。詳細については、「ビルドの失敗の分類」(215ペー
ジ)を参照してください。

ヒント :一部のビルドが含まれていない場合があります。

DevOps管理者は、パイプラインの特定のステップに起因するビルドの失敗を表

示しないように設定できます。詳細については、「ステップの設定 :特定のステップ

の結果の無視または非表示」(184ページ)を参照してください。

特定のステップのビルドが非表示になっているかどうかを確認するには、パイプライ

ンの [トポロジ]タブでそのステップを確認します。
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コード変更の追跡

CIサーバーとSCMシステムを連携する設定が行われている場合、パイプライン実行を開
き、実行に関連付けられたコミット変更とバックログ項目を確認します。

ALM Octaneは、SCMデータに基づいて、変更がプロダクトに与える影響を分析し、コー
ド内のホットスポットを特定します。ホットスポットとは、変更するリスクの高いコード領域
を指します。

詳細については、「ソースコントロール管理システムにコミットされた変更の追跡」(218
ページ)を参照してください。

パイプラインのライブサマリーの表示と共有

[パイプライン]モジュールで [ライブサマリー]をクリックし、パイプライン実行のサマリーを表示
します。複数のパイプラインを実行している場合、 [パイプラインの選択 ]をクリックしてその
一部を表示するか、特定のパイプラインを検索することができます。

サマリーでは、パイプラインの履歴、ステータス、進行状況に関する情報が表示されま
す。次の情報を表示できます。

l 最後の数回の実行のステータス。

l 最後の実行のトリガー (システムまたはコミット )。
l コミットによってトリガーされた場合、コミットしたユーザーと変更されたファイルを確認で
きます。

l 現在の実行の進行状況。
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l テストの完了後に、テスト実行結果の集計サマリー。

このビューは、たとえばグループ用の大画面に表示するのに適しています。これにより、グ
ループの全員が、ビルドステータスと品質の全体像を把握できます。

注: この情報はCIサーバーから取得され、パイプラインがALM Octaneに追加され

る前に発生した実行の情報が含まれることがあります。

次のステップ
l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(153ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)
l 「リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分析」(309ページ)

パイプライン実行の失敗の分析

パイプライン実行に、失敗したビルドまたは失敗した自動テスト実行が含まれている場
合は、そのパイプライン実行の [失敗分析 ]タブを開きます。

[失敗分析 ]タブでは、失敗の詳細、その失敗の原因の候補、およびその失敗が影響
を与えるアプリケーションモジュールについて細かく確認できます。

このトピックの内容 :

l 「概要」(200ページ)
l 「前提条件」(200ページ)
l 「[失敗分析 ]のウィジェット」(201ページ)
l 「失敗したビルドの詳細」(202ページ)
l 「失敗したテスト実行の詳細」(204ページ)
l 「失敗を調査する担当者の割り当て」(206ページ)
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l 「ベストプラクティス:パイプラインの失敗分析へのコミット実施者の参加」(207ページ)
l 「テストの失敗分析の展開」(208ページ)

概要

[失敗分析 ]タブを使用すると、以下のような操作を実行できます。

l 失敗したテスト実行に関連するSCMコミットを検索する。

l 特定のユーザーによってすべての失敗が調査中であることを確認する ([担当者 ]フィー
ルド )。

l 行った変更の影響について、そのコミット実施者に責任を持たせる (関連ユーザーウィ
ジェット )。

l 問題のあるテスト実行 (長期間にわたって継続的に成功していないテスト実行 )を特
定する。

l 関心のあるテスト実行だけが含まれるように表示される項目を絞り込む。

[失敗分析] タブを開くには、次の手順を実行します。

1. パイプラインモジュールを開き、 [パイプライン]タブを選択します。

2. 左側のリストからパイプラインを選択します。

3. 次のいずれかを行います。

l 最新のパイプライン実行の [失敗分析 ]タブを開くには、 [失敗分析 ]をクリックしま
す。

l 以前の実行を開くには、パイプラインのIDをクリックしてパイプラインを開きます。
[実行 ]タブで、特定の実行のIDをクリックします。 [失敗分析 ]タブを選択します。

前提条件

ALM Octaneに用意されているすべての分析機能を活用するには、以下の処理が必
要です。

l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(157ページ)
l 「自動テストを割り当てるルールの作成」(159ページ)
l コミットメッセージを使用して、SCM変更をALM Octaneストーリーに関連付ける。詳
細については、「ソースコントロール管理システムにコミットされた変更の追跡」(218
ページ)を参照してください。
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[失敗分析 ]のウィジェット

[失敗分析 ]タブの上部には、ビルドとプロダクトの品質を把握するためのウィジェットがい
くつか表示されます。例 :

l 失敗したテスト実行:
このパイプライン実行で失敗したテストの総数が表示されます。また、この数は、新た
に失敗した実行と以前に失敗した実行に分けられます。

[新規 ]または [引き続き失敗 ]テスト実行の数をクリックすると、 [失敗したテスト実行 ]タ
ブの表示内容がそれに合わせて絞り込まれます。

l 問題があるテスト :
長期にわたって成功していない自動テストの内訳が、問題のタイプに基づいて表示
されます。詳細については、「問題があるテストの特定」(225ページ)を参照してくださ
い。

特定のカテゴリのテスト数をクリックすると、そのテストのみが [失敗したテスト実行 ]タブ
に表示されます。

l 関連ユーザー:
このパイプライン実行での失敗を認識している必要のあるユーザーが表示されます。

l コミットがこのパイプライン実行に含まれていたユーザー。コミットが失敗に特に関連
していると考えられる場合は、追加の内容も表示されます。

l このパイプライン実行のビルドまたはテスト実行の失敗の調査を割り当てられた
ユーザー。これは、このパイプライン実行の失敗の [担当者 ]フィールドにリストされて
いるユーザーです。詳細については、「失敗を調査する担当者の割り当て」(206
ページ)を参照してください。

このウィジェット内のいずれかのユーザーをクリックすると、失敗のリストが絞り込まれま
す。リストに表示されるのは、そのユーザーが [担当者 ]フィールドに記載されている失
敗か、そのユーザーのコミットに関連するテスト実行の失敗のみになります。

各コミット実施者の詳細は、そのバッジでわかります。

このユーザーは、このパイプライン実行内のビルドまたはテスト実行の失敗の [担当

者 ]フィールドに割り当てられています。
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このユーザーのコミットが、ビルドまたはテストの実行の失敗に関連していると思わ
れます。詳細については、「パイプライン実行とテストの失敗に関連するコミットの表
示」(209ページ)を参照してください。

このユーザーは、このパイプラインの実行に対して [自分以外 ]と応答しました。詳
細については、「失敗を調査する担当者の割り当て」(206ページ)を参照してくださ
い。

バッジなし:このユーザーは、まだ応答していません。

失敗したビルドの詳細

[失敗したビルド ]タブには、このパイプライン実行の一部として失敗したすべてのビルドが
リストされます。失敗した各ビルドは、特定のパイプラインステップの結果です。

ヒント :一部のビルドが含まれていない場合があります。

DevOps管理者は、パイプラインの特定のステップに起因するビルドの失敗を表

示しないように設定できます。詳細については、「ステップの設定 :特定のステップ

の結果の無視または非表示」(184ページ)を参照してください。

特定のステップのビルドが非表示になっているかどうかを確認するには、パイプライ

ンの [トポロジ]タブでそのステップを確認します。

失敗したビルドごとに、ビルド番号、継続時間、ビルド実行履歴 、このビルド
内の失敗したテストのなかで現在対処されているテストの割合

などが表示されます。

失敗したそれぞれのビルドには、CIサーバー上のビルドログ (コンソールログ)へのリンクが
含まれています。Jenkinsサーバーを使用している場合は、失敗したビルドの行を展開
すると、ビルドログリンクが表示されます。これはビルドログのローカルコピーで、特定のログ
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メッセージをビルドの失敗の分類にマップするルールを追加できます。詳細については、
「ビルドの失敗の分類」(215ページ)を参照してください。

外部に保存されたビルドレポートへのカスタムレポートリンクが設定されている場合は、そ
れも利用できます。カスタムビルドレポートのリンクの設定の詳細については、「パイプライ
ンのステップのラベル付けと設定」(183ページ)を参照してください。

[担当者 ]フィールドを設定して、このビルドの失敗を調査する担当者を割り当てます。こ
れは、ビルドに失敗した理由が特定のテストに関連していない場合に役立ちます。たと
えば、環境に注意が必要な場合や、コンパイル時にビルドが失敗した可能性がある場
合などです。詳細については、「失敗を調査する担当者の割り当て」(206ページ)を参
照してください。

ビルドの失敗の分類

失敗したビルドには、失敗を分類するラベルが表示され、失敗の原因となった問題の
種類を示します。これには、テストコードの問題、コードの問題、環境の問題などがありま
す。

ビルドの失敗の分類は、パイプライン実行の失敗に対処する必要がある担当者と、対
処すべき問題を決定するために使用します。

ビルドを手動で分類して、調査結果を文書化することができます。Jenkinsのビルドの
場合は、ビルドログに基づいてビルドを自動的に分類するルールを作成できます。詳細
については、「ビルドの失敗の分類」(215ページ)を参照してください。

ビルドの失敗の分類は、パイプライン実行のレベルでも示されます。このパイプライン実
行内の失敗したビルドの数は、失敗のタイプ別に表示できます。

[失敗したビルド ] タブに特定の失敗の分類だけを表示する方法

実行する作業 手順

[失敗分析 ]タブの上
部にあるビルドの問題
ウィジェットをクリックしま
す。

特定の分類の数をクリックします。
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実行する作業 手順

[CIビルド ] > [ビルドの失

敗の分類 ]フィールドを
使用して、クロスフィル
ターを追加します。

ビルドが失敗する最も一般的な理由を時系列で理解するために

パイプラインのビルドの失敗の分類の累積ウィジェットをパイプラインのダッシュボードに追加
します。特定の実行にカーソルを置くと、その分類の詳細が表示されます。このウィ
ジェットには、ネットワークやデータベースが多くの問題の原因となっていないかどうか、テス
トの変更が頻繁すぎないかどうか、コードにエラーないかどうかなどが示されます。

ヒント :

l このウィジェットは、デフォルトでは過去1週間のビルドを表示し、未分類のビル

ドを非表示にするように設定されています。

l ウィジェットは、最初は折りたたまれたビューで開き、分類ごとにビルドの数が表

示されます。ウィジェットの [展開 ]をクリックすると、ビューが切り替わり、各分類

のビルドの数ではなく割合が表示されます。

失敗したテスト実行の詳細

[失敗したテスト実行 ]タブには、このパイプライン実行の一部として失敗
したすべてのテスト実行がリストされます。

テスト実行はクラスター別にグループ化して、類似する理由で失敗したテスト実行がまと
められます。ALM Octaneでは、失敗したテストが、テストパッケージ階層、スタックトレース、
例外、テストを実行したジョブ、およびテストの失敗が始まった実行に基づいて、類似する失
敗としてまとめられます。(テクニカルプレビュー)
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l クラスターの数を見ると、修正が必要な問題の数がわかります。これは、失敗したテ
スト実行の数よりも優れた指標です。

l パイプライン実行で失敗したテストを分析する際には、大きなクラスターから分析を開
始します。このクラスターの失敗した実行を1つ修正するだけで、そのクラスター内のす
べての失敗が修正され、次回の実行で失敗の数が大幅に少なくなる可能性があり
ます。

注: クラスターは、パイプライン実行ごとに、クラスターのサイズに応じてC1、C2の
ように名前が付けられます (C1は、失敗したテスト実行の数が最も多いクラス

ターです)。クラスター名が同じであってもパイプライン実行が異なるテスト実行

は、相互に関連はありません。

l 失敗した実行の処理を担当者に割り当てる場合は、同じクラスター内のすべての失
敗を同じ担当者に割り当てることができます。

失敗した実行ごとに、次のような情報があります。

l テスト名、クラス、パッケージ。

l テスト実行が失敗したビルド番号。

l テストを実行したビルドジョブのIDと名前。

l テスト実行が連続して失敗したビルドの番号。

ヒント :同じテストが連続して失敗するときは、ほとんどの場合、最初の失敗を

分析するのが良い方法です。その失敗に移動するには、テストを右クリックし

て、 [テストが最初に失敗したパイプライン実行に移動 ]を選択します。

l テスト実行履歴 ([過去のステータス]カラム) 。最も高いカラムが、現在確認しよ
うとしている実行を表します。

l ALM Octaneでテストまたはテスト実行に追加したタグ。

デフォルトで表示されていない情報を表示するには、グリッドにカラムを追加します。

関心のあるテスト実行だけを表示するためのフィルタリング

実行する作業 手順

自分が所有するテストの実行のみを表示
します。

[自分のテスト ]をクリックします。
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実行する作業 手順

選択したユーザーによってコミットされた変
更が失敗に関連するテスト実行のみを表
示します。

テスト実行を [関連コミット実施者 ]でフィ
ルタリングします。

失敗を絞り込んで、連続して失敗してい
るテスト、このパイプライン実行で初めて失
敗したテスト、または特定のユーザーに関
連する失敗を表示します。

ページの上部で、分析ウィジェットの該
当する部分をクリックします。詳細につい
ては、「[失敗分析 ]のウィジェット」(201
ページ)を参照してください。

ヒント : [フィルターペインの表示 ] をクリックすると、フィルターに含まれるプロパティ

が表示されます。これにより、どの失敗が表示されていて、どの失敗が表示され

ていないかがわかります。

[失敗したテスト実行 ]タブでの失敗分析の詳細については、「テストの失敗分析の展
開」(208ページ)を参照してください。

失敗を調査する担当者の割り当て

ビルドまたはテスト実行の失敗を調査するように、自分自身や他のユーザーを割り当て
ることができます。ALM Octaneでは、各失敗に関する情報が提供され、調査に利用
できます。

パイプラインステップの最新のビルドやテストの最新の実行に割り当てられた担当者は、
その後の失敗も担当します。ビルドやテスト実行が正常に終了すると、割り当ては自
動的にクリアされます。

失敗を調査するユーザーの割り当て

[失敗したビルド ]または [失敗したテスト実行 ]タブで失敗を1つ以上選択し、次のいず
れかを実行します。

実行する作業 手順

選択したビルドまたはテスト実行に
自分自身を割り当てます。 [自分が担当]

をクリックします。

ALMOctaneユーザーガイド

パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合

ALM Octane (12.55.17) 206 / 628ページ



実行する作業 手順

選択したビルドまたはテスト実行に
他のユーザーを割り当てます。 [担当者 ] をクリックし、ユーザーを選択しま

す。

そのユーザーに電子メールを送信するかどうかを
選択します。

コメントを追加すると (テスト実行の場合のみ)、
それが電子メールに含まれます。

ユーザーを [担当者 ]から削除しま
す。 [担当者]

をクリックし、

[割り当てのクリア]
を

クリックします。

調査が完了した、パイプライン実
行内のどの失敗にも自分が関連し
ていないことを示します。

パイプライン実行の [失敗分析 ]タブで [自分以

外 ]をクリックします。

これにより、このパイプライン実行内の失敗した
ビルドまたはテストについて設定されていた [担
当者 ]割り当てがクリアされます。

ヒント :あるユーザーをテスト実行の失敗の調査に割り当てるときは、類似する理

由で失敗したすべてのテスト実行に同じユーザーを割り当てます。失敗したテス

ト実行を右クリックし、 [テスト実行のクラスターを表示 (類似した失敗)]を選択して、

同様の失敗した実行をすべて表示し、一括して割り当ててください。

(テストのクラスター化は、テクニカルプレビューとして提供されています)

ベストプラクティス:パイプラインの失敗分析へのコミット実施者の参加

パイプラインが失敗すると、できるだけ早く誰かに調査させ、パイプラインを正常に戻すこ
とが必要になります。

パイプラインの失敗の通知をすべてのコミット実施者に送信するようにパイプラインが設
定されている場合は、すべてのコミット実施者に応答するよう求めることができます。

l 各コミット実施者は、失敗分析のページを開き、そこに表示された情報に基づいて、
自分の変更が失敗の原因になったかどうかを判断する必要があります。
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l CI所有者が担当する環境の問題が失敗の原因である場合は、CI所有者もチェック
する必要があります。

ユーザーは、該当するビルドまたはテストの失敗ごとに [自分が担当 ]と応答するか、パイ
プライン全体に対して [自分以外 ]と応答することができます。

ヒント :ユーザーとして、失敗の責任が自分にあると考えられる場合や、自分が

修正できると思われる場合は、 [自分が担当 ] をクリックします。さらに調査し

た後で、自分が修正する問題ではないと最終的に判断した場合は、 [担当者 ]
の割り当てをクリアするか、パイプライン実行に [自分以外 ]を設定することができま

す。

パイプラインの所有者は、パイプライン実行の [失敗分析 ]タブにある関連ユーザーウィ
ジェットで応答を追跡できます。詳細については、「関連ユーザー: 」(201ページ)を参照
してください。

テストの失敗分析の展開

テスト実行の失敗を選択し、右側のパネルのデータを使用して失敗を調査します。

[プレビュー]タブでのテスト実行のビルドコンテキストのチェック

例 :

l 次の実行:最新のパイプライン実行のものではないテスト実行の失敗を調査している
ときは、後続のパイプライン実行のテスト実行ステータスの一覧が表示されます

。各実行のツールヒントには、パイプライン実行の番号と日
付が表示されます。

後続の実行が成功している場合、さらにこの調査を続ける必要はおそらくありませ
ん。

注: これは、過去の実行のステータス が表示される、テスト実行自体

のウィジェットとは異なります。

l ビルド : このビルド内のテストの全体的なステータスを表示します。これにより、特定
のテスト実行を調査する際に、ビルドのコンテキストが提供されます。たとえば、ビルド
内のほとんどのテストが失敗する場合は、ビルドのレベルで問題がある可能性があ
り、特定の失敗を分析する必要はありません。

失敗:ビルドの失敗の分類。ビルドが環境上の理由で失敗した場合、特定のテスト
の失敗を分析する必要はおそらくありません。
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ステータスアイコンをクリックすると、詳細が表示されます。

l クラスター:同じ理由で失敗した追加テストの数。クリックすると、同じような失敗した
実行がすべてまとめて表示され、一括して処理できます。

[レポート ]タブでの失敗のエラーデータ (エラーメッセージ、スタックトレース
など)の表示

スタックトレースに表示されるファイル名が強調表示されていることがあります。このような
ファイルには、このビルドでコミットされた変更が含まれているため、失敗に関連している
可能性があります。

利用可能な場合は、より詳細なレポートを確認します。

l [テストツールレポート ]をクリックして、たとえばUFT、StormRunner Loadなどから、失敗
の詳細が含まれる外部レポートを開きます。

l [カスタムビルドレポート ]をクリックして、CIサーバーまたは別の場所に保存されているビル
ドレポートを開きます。このリンクは、DevOps管理者がそのようなリンクのテンプレート
をパイプラインステップで設定している場合に表示されます。詳細については、「パイプ
ラインのステップのラベル付けと設定」(183ページ)を参照してください。

パイプライン実行とテストの失敗に関連するコミットの表示

右側のパネルにある [コミット ]タブに、この失敗に関連するコミット済みの変更の詳細が
表示されます。失敗に最も密接に関連するコミットが最初にリストされます。

各コミットには、そのコミットが失敗に関連しているとALM Octaneが判断した理由 (たと
えば、「スタックトレース内のエラー」)が含まれています。理由に表示されるツールヒント
はその関連付けの信頼度を示しており、コミットが失敗に関連している信頼度が高い
ほど、ツールヒントに表示される割合も高くなります。信頼度の高いコミットは、信頼度
の低いコミットよりもリストの上部に表示されます。
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ヒント : コミット実施者の周囲の点線は、関連するコミットが以前のビルドからのも

のであることを示します。

コミットがテスト実行の失敗に関連していると見なされるのは、次のいずれかの条件が
満たされる場合です。

l コミットに、テストの失敗のスタックトレースにリストされているファイルへの変更が含まれ
ている。

l コミットが、テストに割り当てられているフィーチャーまたはアプリケーションモジュールに
関連している。

コミットは、コミットメッセージに記載されているストーリーを介してフィーチャーに関連し
ています。

コミットは、コミットメッセージに記載されたストーリーと、それらのストーリーが属する
フィーチャーを介して、アプリケーションモジュールに関連しています。

このテストが連続して失敗している場合、関連するコミットには、このパイプライン実行の
コミットと、テストの失敗が始まったパイプライン実行のコミットが含まれます。以前のビル
ドのコミットの場合は、ビルド番号が表示されます。

このビューでは、表示するコミットを絞り込むことができます。

l すべてのコミット (このパイプライン実行):選択したテスト実行の失敗にALM Octaneに
よって関連付けられたものだけではなく、すべてのコミット。

l 自分のコミット (このパイプライン実行):選択したテストの失敗に関連するものだけではな
く、自分のすべてのコミット。

l テストの失敗に関連するコミット :選択したテストの失敗に関連するコミットのみ。

リスクアイコンは、ホットスポットファイルへの変更がコミットに含まれていることを示しま
す。詳細については、「リスクのあるコミットとリスクのあるフィーチャーの特定」(230ページ)
を参照してください。

不具合の作成

パイプラインの最新の実行を調査している場合、失敗した1つ以上のテスト実行に関
連する不具合を作成できます。

グリッド内の該当行を選択し、 [不具合のレポート ]をクリックします。

新しい不具合は、選択した実行にリンクされ、このパイプライン実行の [失敗分析 ]タブ
へのリンクが含まれます。
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失敗したテスト実行のグリッドへのカラムの追加

例 :

追加するカラ

ム

目的

パイプラインリ
ンク

パイプラインおよびパイプラインの特定の実行に移動します。

アプリケーション
モジュール

失敗したテストに現在関連付けられているアプリケーションモジュー
ルを確認します。

問題 失敗した実行の履歴がテストにあるかどうかを確認します。詳細に
ついては、「問題があるテストの特定」(225ページ)を参照してくださ
い。

担当者 失敗したこの実行を調査中の担当者を確認します。

リンクされた不
具合

失敗した実行にリンクされている不具合を表示します。

参照情報 :
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)
l 「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)
l 「リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分析」(309ページ)

パイプライン実行の障害分析

パイプラインの障害分析カードでは、パイプライン実行で発生した最も重大な問題が表
示されます。この内容は、最も重要な問題を優先的に修正する際に役立ちます。

このトピックの内容 :

l 「概要」(211ページ)
l 「コンパイルの問題」(212ページ)
l 「環境の問題」(213ページ)
l 「品質の問題」(213ページ)

概要

ALM Octaneは、失敗したテスト、問題があるテスト、ビルドの失敗の分類、関連コミッ
ト実施者などに関する情報を分析します。分析結果はパイプラインの概要で表示さ
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れ、失敗したパイプラインを短時間で修正できる実用的な情報をCI所有者に提供し
ます。

障害分析にアクセスするには、 [パイプライン] > [パイプライン]タブの左側で、パイプライン
を選択します。カードは [パイプライン実行の概要 ]セクションの上に表示されます。カード
間の移動は、右矢印と左矢印をクリックします。

ALM Octaneは、パイプラインの失敗をコンパイル、環境、品質の3種類の問題に分類し
ます。それぞれのカードは、緊急性の高い順に表示されます。各カードには、問題と根
本原因、問題に直接関係するユーザー、処理中の問題の割合が表示されます。この
内容から、すぐに対処する必要があるかどうか、問題を処理するにはどのユーザーに連
絡すればよいかを確認できます。

注:障害分析用のデータを提供するには、失敗したビルドを手動で分類する必

要があります。詳細については、「ビルドの失敗の分類」(203ページ)を参照して

ください。

コンパイルの問題

コンパイルの問題には、コンパイルの問題が原因で失敗した、1つ以上のビルドで発生
した失敗が含まれます。関連ユーザーには、問題の原因となった可能性のあるユー
ザー (一般的にはパイプライン実行のコミット実施者 )や、コンパイルのビルドで [自分が

担当 ]をクリックしたユーザーが含まれます。

コンパイルの問題として分類された各ビルドでは、それ以前の実行で失敗したかどうか
が表示されるので、障害が起きたタイミングを確認できます。カードの下部には、ユー
ザーが [自分が担当 ]をクリックしたジョブの割合が示され、問題が処理されているかどう
かが表示されます。

ビルド数または特定のビルド名をクリックすると、それに関連する失敗分析の詳細にドリ
ルダウンできます。
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環境の問題

環境の問題には、環境の問題として分類されたビルドの失敗が含まれます。このカード
は、標準のタグ (環境 -データベース、環境 -ネットワークなど)、またはユーザーが追加し
たカスタムタグに基づいて、サブグループに分割されます。各カードでは問題のあるすべて
のジョブが、関連カテゴリに、ジョブの古い順に表示されます。

関連ユーザーには、関連するビルドレベルで [自分が担当 ]をクリックしたユーザーが含ま
れます。カードの下部には、関連のビルドでユーザーが [自分が担当 ]をクリックしたジョブ
の割合が表示されます。

ビルド数または特定のビルド名をクリックすると、それに関連する失敗分析の詳細にドリ
ルダウンできます。

品質の問題

パイプライン実行中にテストが失敗し、ビルドがコンパイルの問題または環境の問題の
いずれにも分類されない場合、品質の問題のカードが表示されます。このカードは、品

質 - 失敗したテストが最も多いビルドと品質 - 最も多くのテストの失敗に関連しているコミット実

施者の2つのタイプに分類されます。

ヒント :管理者は、テストの失敗をカードに表示する基準となるしきい値を、パー

センテージで定義できます。詳細については、「FAILURE_ANALYSIS_
INSIGHT_TEST_FAILURE_THRESHOLD」(344ページ)のFAILURE_
ANALYSIS_INSIGHT_TEST_FAILURE_THRESHOLD設定パラメーターを参

照してください。

継続して発生するテストの失敗に注意を集中させ、迅速な修正が必要なリグレッショ
ンを特定する必要があります。これに役立つのが [品質 - 失敗したテストが最も多いビルド ]
カードであり、テストの失敗全体のうち、継続して発生している失敗の数が表示されま
す。ここに表示されるのは、継続して失敗しているテストか、この実行で初めて失敗した
テストです。
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関連ユーザーには、問題の原因となった可能性のあるコミット実施者または [自分が担

当 ]をクリックしたユーザーが含まれます。カードの下部には、関連のビルドでユーザーが
[自分が担当 ]をクリックしたテストの割合が表示されます。

ビルド数または特定のビルド名をクリックすると、それに関連する失敗分析の詳細にドリ
ルダウンし、継続して発生しているテストの失敗を表示できます。

[品質 - 最も多くのテストの失敗に関連しているコミット実施者 ]カードには、関連しているテス
ト失敗が最も多いコミット実施者が表示されます。継続して発生するテストの失敗のう
ち、影響を与えた失敗の件数が多い順序でコミット実施者がリストされているので、問
題を解決するには誰に連絡すればよいかを確認できます。

カードの下部には、処理中のテストの割合が、誰が処理しているかに関係なく示されま
す。

テスト件数を示す行をクリックすると、該当する失敗分析の詳細にドリルダウンし、選択
したコミット実施者に関連するテストの失敗を表示できます。

参照情報 :
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)
l 「問題があるテストの特定」(225ページ)
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l 「関連ユーザー: 」(201ページ)
l 「ビルドの失敗の分類」(203ページ)

ビルドの失敗の分類

失敗したビルドには、失敗を分類するラベルが表示され、失敗の原因となった問題の
種類を示します。これには、テストコードの問題、コードの問題、環境の問題などがありま
す。

このトピックでは、失敗したビルドを手動および自動で分類する方法について説明しま
す。

このトピックの内容 :

l 「ビルドの失敗の手動による分類」(215ページ)
l 「ビルドの失敗を自動的に分類するためのルールの作成 (テクニカルプレビュー)」(215
ページ)

l 「分類ルールの編集または削除 (テクニカルプレビュー)」(217ページ)

ビルドの失敗の手動による分類

ビルドの失敗を調査し、原因を特定できたら、 [ビルドの失敗の分類 ] ボタンをクリック
し、失敗したビルドにラベルを付けます。これにより、調査の結果を共有し、その後の分
析のために調査結果を追跡できます。

分類ラベルを追加、交換、クリアするには、次の手順を実行します。

1. パイプライン実行の失敗分析で、 [失敗したビルド ]タブを開きます。

2. 1つまたは複数の失敗したビルドを選択します。

3. [ビルドの失敗の分類 ] ツールバーボタンをクリックします。

DevOps管理者の権限がある場合は、新しい分類ラベルをリストに追加できます。

4. ドロップダウンリストで分類ラベルを選択します。

ビルドがすでに自動的に分類されている場合、手動による分類が自動分類よりも
優先されます。

ヒント :分類ラベルをクリアするには、 [クリア]をクリックします。

ビルドの失敗を自動的に分類するためのルールの作成 (テクニカルプ
レビュー)
Jenkinsビルドでは、ALM OctaneがJenkinsビルドログに基づいてビルドを自動的に分
類するためのルールを作成できます。

ビルドログファイルを開き、ログメッセージを失敗にマップするルールを作成します。
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1. パイプライン実行の失敗分析で、 [失敗したビルド ]タブを開きます。

2. ビルドを展開し、 [ビルドログ]をクリックします。

3. ビルドログで、分類するログメッセージを選択します。

4. [+]をクリックしてルールを追加します。

5. ルールには、「illegal number」のような意味のある名前を付けます。

6. [ルールパターン]には、選択したログ行のテキストが入力されます。

[ルールパターン]を変更し、ビルドの失敗の分類にマップするログ行を指定します。

テキストの一部をワイルドカード (*)で置き換え、特殊文字の前に\を追加します。

例 : *illegal number*

パターンを編集すると、 [選択されたログ行 ]領域内で一致するテキストが強調表示
されます。パターンによって行全体がハイライト表示された場合にのみ、ルールを保
存できます。

7. パターンに一致するログ行に割り当てる分類を選択します。

例 :環境 - その他

ヒント :管理者は、手動の [ビルドの失敗の分類 ] ボタンをクリックすることで、

分類ラベルをリストに追加できます。

8. [OK]をクリックします。

指定した分類は、次の項目に割り当てられます。

l ビルドログファイル内で選択したログ行

l これ以降、失敗したビルドのログ内でルールと一致するすべてのログ行

1つの行が複数のルールと一致する場合は、最後に更新されたルールに基づい
て分類されます。
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これ以降、失敗したビルドには、ログでマップされた最初の分類が自動的に適用さ
れます。

分類ルールの編集または削除 (テクニカルプレビュー)
ALM OctaneでJenkinsビルドログを開くと、既存のルールが適用された分類ラベルが表
示されます。ルールの作成者は、ルールを変更または削除できます。

DevOps管理者は、ALM Octane設定領域にあるビルドの失敗の分類ルールを、すべ
て表示および変更できます。詳細については、「すべてのビルドの失敗の分類ルールの
管理 (テクニカルプレビュー)」(581ページ)を参照してください。

ビルドログファイルのルールを表示および変更するには、次の手順を実行
します。

1. パイプライン実行の失敗分析で、 [失敗したビルド ]タブを開きます。

2. ビルドを展開し、 [ビルドログ]をクリックします。

3. ビルドログ内で特定の行の分類ラベルにカーソルを合わせると、そのラベルに割り当
てられたルールの作成者が表示されます。

4. ルールの作成者である場合は、 [ルールの削除 ]または [ルールの編集 ]をクリックして、
ルールを変更できます。ルールの作成者ではない場合は、表示された作成者をク
リックすると、ルールの変更に関する電子メールが作成者に送信されます。

「ビルドの失敗を自動的に分類するためのルールの作成 (テクニカルプレビュー)」
(215ページ)の説明に従って、ルールの詳細を編集します。
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使用中のルールを変更するとどうなるか

ルールの分類を変更した場合、このルールによってすでに割り当てられているログ行に新
しい分類のラベルが付きます。

これは前のビルドのログファイルに影響しますが、既存のビルドの分類には影響しませ
ん。ルールの変更は、将来のビルドの分類にのみ影響します。

使用中のルールを削除するとどうなるか

ビルドのログ行に分類を割り当て済みのルールを削除すると、その分類はすべてのログ
ファイルから削除されますが、割り当てられたビルドには残ります。

参照情報 :
l 「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)
l 「ビルドの失敗の分類」(203ページ)
l 「すべてのビルドの失敗の分類ルールの管理 (テクニカルプレビュー)」(581ページ)

ソースコントロール管理システムにコミットされた変更
の追跡
CIサーバーがGitまたはSubversion (SVN)などのソースコントロール管理 (SCM)システ
ムと連携するようにセットアップされている場合、ALM Octaneでコミットされた変更を追
跡できます。「ソースコード管理 (SCM)の統合」(450ページ)も合わせて参照してくださ
い。

このトピックの内容:

l 「概要」(219ページ)
l 「コミット追跡のユースケース 」(219ページ)
l 「前提条件」(220ページ)
l 「パイプライン実行に関連付けられたコミットの追跡」(220ページ)
l 「バックログ項目に関連付けられたコミットの追跡」(221ページ)
l 「[コミット ]タブによるコミットされた変更の追跡」(221ページ)
l 「ダッシュボードを使用したコミットの分析」(223ページ)
l 「[失敗分析 ]タブでの失敗に関連するコミットの検索」(224ページ)
l 「SCMユーザーとALM Octaneユーザーのマッピング」(224ページ)
l 「トラブルシューティング」(224ページ)
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概要

ALM Octaneパイプラインでは、各パイプライン実行に関連するコミットが表示されます。

SCMシステムでは、コミットメッセージを使用して、特定のALM Octaneバックログ項目
(ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合 )に変更を関連付けます。

ALM Octaneでは、コミットされた変更と、それがリリースとビルドの品質に及ぼす影響を
追跡できるようになりました。ALM Octaneでは、次の情報が表示されます。

l パイプライン:
パイプライン実行では、パイプライン実行に関連するバックログ項目とコミットが一覧
表示されます。

パイプラインの概要では、最新のパイプライン実行に含まれるコミット実施者とコミット
の数が表示されます。

パイプライン実行の失敗分析では、失敗した自動テスト実行に関連するコミットが
表示されます。

l バックログ:
バックログ項目では、項目に関連するコミットが一覧表示されます。

エピックまたはフィーチャーでは、エピックまたはフィーチャーで定義されているバックログ
項目に関連付けられているコミットが一覧表示されます。

l チームバックログモジュールでは、選択したチームのメンバーが実施したコミットが一覧
表示されます。

コミットまたはフィーチャーの近くに表示されるリスクインジケーター は、注意が必要な
コード領域の変更がコミットされたことを示します。

コミット追跡のユースケース

コミット追跡情報には、いくつか使用方法があります。

l 開発者は、SCMシステムに変更をコミットする際、変更に関連する不具合、ユー
ザーストーリー、品質ストーリーのIDとともにコミットメッセージを入力します。

変更に関連するパイプラインの実行時、この情報はALM Octaneに渡されます。

ALM Octaneでバックログ項目を開くと、開発者やチームリーダーは、作業中の各バッ
クログ項目について、変更したファイルの内容を明確に把握することができます。

l 開発チームのリーダーは、チームメンバーのコミットと、チームバックログ内の項目とコミッ
トとの関係を確認できます。

l 開発者やDevOpsエンジニアは、ビルドの失敗と、変更済みファイルおよびバックログ
項目を対応させます。

l テスト担当者は、パイプラインの実行と自動テストの合格を確認した後、大幅に変
更され、手動テストが必要な領域を特定します。
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l 開発者は、コード内で、変更にリスクを伴う、注意が必要な部分を特定します。コー
ドの簡素化とリファクタリングを行い、カバーする機能を重点的にテストすることが可能
です。これにより、将来、品質低下につながる変更が行われるリスクを軽減できま
す。詳細については、「コード内のホットスポットおよびリスクのあるコミットの特定」(226
ページ)を参照してください。

l 開発者または開発テスト担当者は、失敗した自動テストに関連している可能性の
あるコミットを特定します。また、ホットスポットファイルに影響するため、他のコミットより
もリスクの高い コミットを確認できます。

l プロジェクトマネージャーまたはPMOは、リスクの高いコミットを含むフィーチャーを特定
し、フィーチャーのテストの強化やリリースの延期を検討することができます。

前提条件

l ワークスペース管理者またはDevOps管理者が、SCMシステムと連携するCIサーバー
上にパイプラインを作成したことを確認してください。詳細については、「パイプラインの
作成と設定」(178ページ)を参照してください。

l 変更をALM Octaneバックログ項目に関連付ける場合は、関連するALM Octane
バックログ項目のIDをコミットメッセージに含めます。

SCMシステムに変更をコミットする場合、コミットメッセージには、[DevOps] > [コミットパ
ターン]設定ページで定義されている [コミットメッセージパターン]のいずれかを含める必
要があります。ワークスペース管理者は、Javaの正規表現を使用して、デフォルトのコ
ミットメッセージパターンを変更できます。詳細については、「コミットメッセージパターン
のカスタマイズ」(578ページ)を参照してください。

デフォルトのコミットメッセージパターンは、次のとおりです。

defect＃<不具合ID>

user story #<ユーザーストーリーID>

quality story #<品質ストーリーID>

メッセージの構文では、大文字と小文字を区別しません。

次の例のように、コミットを複数のバックログ項目に関連付けることもできます。

Defect #1001, User story #1002: 青のアイコンをすべて緑に変更。

スクリーンがリフレッシュしない問題を修正しました。Defect #1001, Defect #1002.

パイプライン実行に関連付けられたコミットの追跡

1. [パイプライン]モジュールで、 [パイプライン]タブを開き、パイプラインを選択します。

2. 特定のパイプライン実行を開きます。

l 前回の実行を開くには、パイプラインの実行番号をクリックします。

l 以前の実行を開くには、パイプラインのIDをクリックしてパイプラインを開きます。
[実行 ]タブで、特定の実行のIDをクリックします。

次のような情報を確認できます。
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l [失敗分析 ]タブでは、失敗した自動テストに関連すると思われるコミットが表示され
ます。詳細については、「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)を参照してく
ださい。

l [コミット ]タブでは、このパイプライン実行に含まれるコミットが表示されます。詳細につ
いては、「[コミット ]タブによるコミットされた変更の追跡」(221ページ)を参照してくださ
い。

l [バックログ項目 ]タブでは、パイプライン実行のコミットに関連付けられた不具合、ユー
ザーストーリー、品質ストーリーが表示されます。バックログ項目をコミットに関連付け
るには、正しい構文を使用してコミットメッセージで項目を指定する必要があります。

バックログ項目ごとに、項目とそれに関連するコミットの情報を表示できます。例 :
l 項目のID、名前、フェーズ。

l 項目に関連付けられたコミットの数。

l 変更をコミットしたユーザーの名前。

l コミットによって追加、変更、削除されたファイルの数。

項目を開いて詳細を表示するには、バックログ項目のIDをクリックします。

[実行の失敗時にコミット実施者に通知する]がパイプラインで設定されている場合、コミット
を含むパイプライン実行が失敗すると、電子メールでユーザーに通知されます。

このオプションは、パイプラインの [詳細 ]タブで編集できます。 DevOps管理者の権限が
必要です。

各ユーザーは、自分のコミットの通知を電子メールで受信します。電子メールには、コ
ミット、失敗したビルド、失敗したテスト (項目数に制限あり)が記載されます。また、関
連するパイプライン実行の [失敗分析 ]タブを開くリンクも含まれています。

バックログ項目に関連付けられたコミットの追跡

バックログ項目に関連付けられたコミットを追跡するには、次のいずれかを実行します。

l バックログ項目の [コミット ]タブで、特定のバックログ項目に関連するすべてのコミットを
検索します。詳細については、「[コミット ]タブによるコミットされた変更の追跡」(221
ページ)を参照してください。

l ダッシュボードウィジェットを使用して、SCMの変更内容とバックログへの影響を追跡
および分析します。詳細については、「ダッシュボードを使用したコミットの分析」(223
ページ)を参照してください。

[コミット ]タブによるコミットされた変更の追跡

[コミット ]タブには、正しい構文のSCMコミットメッセージを使用してALM Octaneバックロ
グ項目に関連付けられた変更がすべて表示されます。

[コミット ]タブには、パイプライン実行、バックログ項目、チームバックログモジュールでアク
セスできます。
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表示内容 [コミット ]タブを

開く場所

手順

パイプライン実行に関連する
コミット。

パイプライン実
行。

1. パイプラインモジュールを開きま
す。

2. パイプラインを選択します。

3. パイプラインのIDをクリックしてパ
イプラインを開きます。

4. [実行 ]タブで、実行のIDをクリッ
クします。

コミットメッセージを使ってバッ
クログ項目に関連付けられ
たコミット。

不具合、ユー
ザーストー
リー、品質ス
トーリー。

バックログ項目のIDをクリックします。
クリックする場所は、バックログ、チー
ムバックログ、不具合などです。

エピックまたはフィーチャーで
定義されたバックログ項目に
関連付けられたコミット。

エピックまたは
フィーチャー。

エピックまたはフィーチャーのIDをクリッ
クします。クリックする場所は、バック
ログまたは品質モジュールなどです。

選択されたリリースおよびスプ
リントの期間内に、チームの
メンバーがコミットしたコミッ
ト。

チームバックロ
グ。

チームバックログで、関連するチーム
を選択します。

右の [チーム]ペインで特定のチーム
メンバーをクリックすると、そのメンバー
のコミットのみが表示されます。

[コミット ]タブ:
コミットしたユーザーの名前やコミットメッセージ (コメント )などの追加情報がコミットごとに
表示されます。

1. また,オプションでグリッドにカラムを追加することにより、その他の詳細情報を表示す
ることも可能です。たとえば、注意が必要なコード領域 (ホットスポット )の変更がコ
ミットに含まれている場合、 [リスク]カラムにリスクインジケーター が表示されます。

[リポジトリ]カラムは、GitまたはSVNで作業している場合にのみ使用します。

2. このタブの情報は、変更をコミットしたユーザーの名前などを基準に絞り込むことが
できます。

ヒント :ユーザーを基準に絞り込む場合は、SCMユーザーがALM Octaneユー

ザーにマップされていることを確認してください。詳細については、「SCMユー

ザーとALM Octaneユーザーのマッピング」(224ページ)を参照してください。
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ユーザーが変更をコミットし、そのSCMユーザーがALM Octaneユーザーにまだマップ

されていない場合は、 をクリックしてマッピングを作成します。

3. コミットを選択します。このコミットに含まれるファイルのリストが、右側に表示されま
す。SCMシステムの情報が提供される場合、ALM Octaneは編集、追加、削除さ
れたファイルを識別します。

注: GitにUnicode文字を含むファイル名があり、そのファイル名をALM
Octaneで表示したい場合には、Gitの設定を次のように変更してください。

git config --global core.quotePath false

4. ALM Octaneでは、 [コミット ]ペイン内の変更済みファイルに対して、リポジトリビュー
アーのファイルビューと差分ビューへのHTTPリンクを提供できます。これを有効にする
には、ワークスペース管理者がHTTPリンク用にテンプレートを設定する必要がありま
す。詳細については、「リポジトリビューアーへのリンクの有効化 (GitまたはSVNの
み)」(577ページ)を参照してください。

ダッシュボードを使用したコミットの分析

ダッシュボードまたはバックログ概要で、コミットに基づいたカスタムウィジェットを作成しま
す。

または、ALM Octaneの定義済みウィジェットを、ダッシュボードの [DevOpsと分析 ]カテゴ
リで使用します。

例 :

l 変更の影響ウィジェットを使用して、ソースコードの変更が及ぼす影響を確認します。

最近操作したバックログ項目とアプリケーションモジュールを特定し、それぞれに関連
するコミットの数を確認します。この情報から、さらに綿密なテストが必要な領域を判
断することができます。

注:

l コミットと、フィーチャーおよびアプリケーションモジュールの関連付けには、コ

ミットのメッセージに記載されているユーザーのストーリーまたは不具合を使

用します。

l ウィジェットでは、過去30日間のコミットがデフォルトで表示されます。表示

期間は、ウィジェットエディターの [スコープ]タブで変更できます。
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[失敗分析 ]タブでの失敗に関連するコミットの検索

パイプライン実行の失敗を分析すると、ALM Octaneにはテスト実行の失敗に関連する
可能性のあるコミットが表示されます。詳細については、「テストの失敗分析の展開」
(208ページ)を参照してください。

SCMユーザーとALM Octaneユーザーのマッピング

SCMの変更をコミットするユーザーをALM Octaneユーザーとして識別すると、ALM
Octaneのウィジェットやフィルターなどを使用してコミット情報を分析できます。

SCMユーザーに対して定義された電子メールアドレスがALM Octaneユーザーに対して
定義された電子メールアドレスと同じである場合、これらのユーザーがコミットした変更が
検出されると、これらのユーザーが自動的にマッピングされます。

ヒント : コミットの作成者をCIサーバーと共有するようにお使いのSCMシステムが設

定されている必要があります。たとえば、Jenkins Gitプラグインで、 [Use commit
author in changelog]オプションを設定します。

これ以外の場合は、共有スペース管理者がユーザーを手動でマップできます。詳細に
ついては、「ロールの割り当て」(387ページ)を参照してください。

また、ALM Octaneユーザーは、 [コミット ]タブ内のマップされていないSCMユーザーに自
分自身をマップすることが可能です。詳細については、「[コミット ]タブによるコミットされた
変更の追跡」(221ページ)を参照してください。

トラブルシューティング

l オンプレミス:パイプラインに関するコミット情報が表示されない

パイプラインの実行中にALM Octaneサーバーを再起動すると、パイプラインを実行す
るまで変更情報を利用できません。パイプラインを再実行してください。

l バックログ項目に関連するコミットが表示されない。または、コミットに関連するバックロ
グ項目が表示されない

正しい構文でコミットメッセージが指定されていることを確認してください。

参照情報 :
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
l 「SCMシステムのセットアップ」(576ページ)
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
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問題があるテストの特定

問題があるテストとは、確実に成功するとは限らないテストを指します。これには、テスト
が繰り返しまたはランダムに失敗する場合、連続してスキップされる場合、成功した後
で突然失敗する場合などがあります。ALM Octaneでは、問題のあるテストを強調表
示し、調査が必要な状態であることを示します。

l 自動テスト実行の [問題 ]フィールドは、このテストで発生している問題の種類を示し
ます。たとえば、連続的に失敗、振動、連続的にスキップなどがあります。

l 問題があるテストウィジェットを実行すると、確実には成功していないテスト実行の内
訳が、問題のタイプ別に表示されます。問題のタイプのカラムをクリックすると、それに
関連するテスト実行が表示されます。

このウィジェットは、ダッシュボード、パイプラインの概要、パイプライン実行の [失敗分析 ]
タブから実行できます。

注: [失敗分析 ]タブのウィジェットには、選択したパイプライン実行で失敗したテス

トのみが表示されるので、表示されるテスト件数が少なくなることがあります。たと

えば、ウィジェットではスキップカテゴリのテストは表示されません。

次の表は、ALM Octaneが問題として分類するテスト実行結果のパターンを示していま
す。

問題 定義

連続的に失
敗

最後に実行した8回のうち、すべてが失敗した。

振動 最後に実行した8回のうち、成功 /失敗のステータスが4回以上変
動した。

つまり、実行失敗の後の実行成功、またはその逆が4回以上発生
した。

リグレッション 過去に2回以上成功したテストが失敗している。

最後に実行した4回以上のうち、2回以上成功した後、1回失敗
した。

連続的にス
キップ

最後に行った8回のパイプライン実行で、テストがスキップされた。

不安定 テストがランダムに失敗している。

最後の50回のテスト実行で、5回以上合格した後、1回失敗し、
再び成功した場合などです。
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注:

l テスト実行結果が複数の問題パターンと一致する場合、 [問題 ]フィールドには

複数の問題タイプが含まれます。

l パターン全体では、パイプライン実行の一部でテストがスキップされていても、

最新のパイプライン実行ではスキップされていない可能性があります。

例: P =成功、F =失敗、S =スキップ。

FSFFFSFFFF:連続的に失敗

FFFFFFFFFFS:問題なし (スキップで終了 )

PFPPSPFPP:振動 (4回変動 )

PFPPFPPSS:問題なし (スキップで終了 )

PPPF:リグレッション

PPFFFSFFF:リグレッション

SSSSSSSS:連続的にスキップ

SSFSSSSS:問題なし (8回すべてがスキップされているわけではない)

参照情報 :
l 「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)
l 「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)

コード内のホットスポットおよびリスクのあるコミットの特定

ALM Octaneはコミット情報を使用して、開発者がコード内のホットスポットを特定できる
ようにしています。ホットスポットを特定すると、コードの更新に関するリスクを最小限に
抑えることができます。

さらにALM Octaneでは、ホットスポットファイルの変更を含むコミット、およびこれらのリスク
のあるコミットに関連するフィーチャーにリスクインジケーター が表示されます。

このトピックの内容 :
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l 「ALM Octaneによるホットスポットの測定方法」(227ページ)
l 「ホットスポットダッシュボードウィジェットのセットアップ」(227ページ)
l 「ホットスポットウィジェットを使用した潜在的なリスクの評価」(228ページ)
l 「リスクのあるコミットとリスクのあるフィーチャーの特定」(230ページ)
l 「リスクのあるアプリケーションモジュールの特定」(232ページ)

ホットスポットについて

ホットスポットとは、変更にリスクを伴う、注意が必要なコードを含むファイルです。コード
が非常に複雑であるか、そのコードが対応する機能が十分にテストされていない可能
性があります。

品質低下につながる変更が行われるリスクを軽減するためには、次の手順を実行しま
す。

l コードの簡素化とリファクタリング。

l このコードの機能テストの増加。

ALMOctaneによるホットスポットの測定方法

ALM Octaneは、コミット情報を使用してホットスポットを特定しています。

l ALM Octaneは、最近の不具合の修正時に変更されたファイルをホットスポットとみな
します。

l ホットスポットレベルとは、ホットスポットにあるコードを変更する際の潜在的なリスクのレ
ベルです。ホットスポットレベルが高い場合、このコードを変更すると、リグレッションその
他の品質問題をもたらすリスクが高いことを示しています。

ALM Octaneは、このファイルに関連する不具合の件数と変更の時期によってホットスポッ
トのレベルを決定します。

これは、レベルが時間に依存することを意味します。時間の経過とともに、不具合に関
連する変更が追加でホットスポットファイルにコミットされなければ、ホットスポットレベルは
低下します。

ホットスポットダッシュボードウィジェットのセットアップ

ダッシュボードのホットスポットウィジェットにはコードベースのフォルダーのヒートマップが表
示され、各領域はホットスポットレベル別に強調表示されます。

1. 前提条件 :
ワークスペース管理者またはDevOps管理者が、SCMシステムと連携するCIサー
バー上にパイプラインを作成したことを確認してください。詳細については、「パイプラ
インの作成と設定」(178ページ)を参照してください。
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コミットと関連するALM Octaneのストーリーとがコミットメッセージを使用して関連付
けられていることを確認してください。詳細については、「コミットメッセージパターンの
カスタマイズ」(578ページ)を参照してください。

2. ダッシュボードモジュールで、リポジトリ内のホットスポットファイル (フォルダー別)ウィジェット
を見つけます。

表示されない場合は、+をクリックして、ダッシュボードにウィジェットを追加します。

3. 評価対象のコードベースが表示されるように、次のようにウィジェットを設定します。

[スコープ]タブで、リスク評価を行うリポジトリとベースフォルダーを選択します。

選択対象のリストには、CIサーバーのSCM統合を介して利用可能なリポジトリと
フォルダーが含まれます。

ホットスポットウィジェットを使用した潜在的なリスクの評価

「ホットスポットダッシュボードウィジェットのセットアップ」(227ページ)後に、ウィジェットには
コードベースのフォルダーのヒートマップが表示され、各領域はホットスポットレベル別に強
調表示されます。フォルダーのホットスポットレベルは、フォルダー内のファイルの平均ホット
スポットレベルです。

1. どのフォルダーに高いレベルのホットスポットが含まれているかを確認します。

l ヒートマップの各領域は、フォルダー構造にかかわらず、ベースフォルダーの下にあ
るフォルダーを表しています。

l 各領域のサイズはフォルダー内のファイル量を示しています。

注: ALM Octaneは、パイプライン実行の一環として検出されたSCMコミッ

トで変更されたファイルのみを分析します。

時間の経過とともに、分析の対象になるコードベースが増えていきます。

l 各領域の色はホットスポットレベルを示しています。これは、ホットスポットファイル
を変更する際の潜在的なリスクレベルです。
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2. ヒートマップの領域の上にカーソルを置くと、特定のフォルダー内のホットスポットレベ
ルの内訳が表示されます。フォルダー内に各レベルのファイルがいくつあるかを確認
することができます。
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3. ヒートマップ内の領域をクリックすると、フォルダー内の各ファイルのホットスポットレベル
が表示されます。

リスクのあるコミットとリスクのあるフィーチャーの特定

ALM Octaneでは、ホットスポットファイルの変更を含むコミット、およびこれらのコミットに
関連するフィーチャーにリスクインジケーター が表示されます。

l リスクのあるコミットを特定することで、パイプラインの失敗を分析する際にその問題を
切り離すことができます。

l リスクのあるフィーチャーを特定することで、フィーチャーのリリースの準備状況を評価す
ることができます。

リスクインジケーターの使用例 :

失敗した自動テスト実行の根本的原因を調べる場合

1. パイプラインモジュールで、失敗したパイプライン実行の [失敗分析] > [失敗したテスト

実行] タブを開きます。

2. 失敗したテスト実行を選択し、右側の [コミット ]タブを開きます。

3. 関連するコミットにリスクありのマーク が付いている場合、それが失敗の原因であ
るかどうかを確認します。
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チームが品質の高いコードをデリバリしていることを確認する場合

1. チームバックログモジュールで、 [コミット ]タブを開きます。

2. そグリッドに [リスク]カラムがない場合は、追加します。

3. 多くのコミットにリスクありのマークが付いている場合、ホットスポットファイルが変更中
であることを意味します。この場合、チームと追加テストまたはコードのリファクタリング
について話し合う必要があります。

フィーチャーのリリース準備が完了しているかを判断する場合

フィーチャーは、フィーチャーのバックログ項目をリストしているコミットメッセージを介して、リ
スクのあるコミットと関連している場合があります。

次の方法のいずれかを使用して、リスクのあるコミットを含むフィーチャーを特定します。そ
の後、これらのフィーチャーのテストの増加またはリリースの延期を検討することができま
す。

l バックログモジュールで、 [フィーチャー]タブを開きます。

フィーチャーがリスクのあるコミットに関連している場合、スマートリストビューのフィー
チャーにリスクインジケーター が表示されます。ここで、このフィーチャーに対するリス
クのあるコミット数を確認することができます。

グリッドビューでは、 [リスクのあるコミット数 ]カラムを使用します。

l ダッシュボードでは、 [フィーチャー (リスクのあるコミット別)]ダッシュボードウィジェットを使用
します。
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注:

l 不明: コミットメッセージを介していずれのバックログ項目にも関連していない

コミット。

l バックログ:特定のフィーチャーに属さないバックログ項目に関連しているコミッ

ト。

リスクのあるアプリケーションモジュールの特定

品質 (アプリケーションモジュール別)ダッシュボードウィジェットで使用される条件に、リスクの
あるコミットの割合を指定します。このヒートマップ内のアプリケーションモジュールが、ここ
で定義したしきい値よりも高い割合で、リスクのあるコミットと関連している場合、注意を
喚起するために、そのモジュールは赤でマークされます。

参照情報 :
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「パイプライン実行に関連付けられたコミットの追跡」(220ページ)

セキュリティの脆弱性の追跡 (テクニカルプレビュー)
このトピックでは、コードで検出されたセキュリティの脆弱性を追跡、分析、修正する方
法について説明します。

このトピックの内容 :

l 「概要」(233ページ)
l 「前提条件」(233ページ)

ALMOctaneユーザーガイド

パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合

ALM Octane (12.55.17) 232 / 628ページ



l 「ALM Octaneでのセキュリティ評価結果の表示」(233ページ)
l 「検出された脆弱性の管理」(233ページ)

概要

セキュリティテストの統合をセットアップすると、パイプライン実行によりアプリケーションコー
ドのセキュリティ評価がトリガーされ、ALM Octaneにパイプライン実行で新たに見つかっ
た脆弱性が表示されます。

これにより、コードに持ち込まれたセキュリティ上の脆弱性をすばやく見つけて修正するこ
とができます。

詳細については、「セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー)」(590
ページ)を参照してください。

前提条件

パイプライン実行で脆弱性を表示するには、次の条件を満たす必要があります。

1. Fortify on Demandの統合の一部としてパイプラインが作成されていること。詳細に
ついては、「セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー)」(590ページ)
を参照してください。

2. Jenkinsでパイプライン実行が成功していること。

3. このパイプライン実行に対するFortify on Demandセキュリティ評価が完了しているこ
と。

ALM Octaneでのセキュリティ評価結果の表示

[パイプライン] > [パイプライン]ページを選択すると、最新のパイプライン実行後にFortify
on Demandで検出された新しい脆弱性の数を確認できます。数値をクリックすると、そ
のパイプライン実行の [脆弱性 ]タブが開きます。

各パイプライン実行の [脆弱性 ]タブでは、そのパイプライン実行で検出された新しい脆
弱性の詳細を確認できます。

注: [脆弱性 ]タブは、 [セキュリティ]タイプのパイプラインのみで表示されます。パイ

プラインのタイプは、パイプラインの [詳細 ]タブで確認できます。

検出された脆弱性の管理

パイプライン実行に成功した後、セキュリティ上の問題を検出する静的コード分析が実
行されると、この実行で新たに検出された脆弱性が [脆弱性 ]タブに表示されます。

脆弱性には、迅速に対処する必要があります。脆弱性を確認した後、関連する不具
合を作成してコードを修正するか、問題を破棄して閉じます。
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脆弱性への対応

l ビルドまたはCIの所有者:
セキュリティ問題の調査または修正を担当するユーザーを割り当てます。

l パイプライン実行のコミット実施者:

[自分に関連する脆弱性 ] をクリックし、自分がコミットした変更が原因で発生した
可能性のあるセキュリティ上の問題を確認します。このフィルターでは、自分のコミット
に含まれているファイルで検出された脆弱性のみが表示されます。検出された問題
を自分に割り当て、調査することができます。

l 脆弱性を調査するユーザー:
脆弱性 IDをクリックして脆弱性を開き、詳細を確認します。Fortify on Demandサー
バーが利用可能な場合は、セキュリティ評価の情報が追加で表示されるので、これ
を参考に問題を修正できます。たとえば、問題の説明、推奨事項などが表示され
ます。

l 脆弱性を調査したユーザー:
対処が必要な問題が見つかった場合は、 [不具合のレポート ]ボタンをクリックし、選択
した脆弱性から不具合を作成します。作成した不具合には、脆弱性の重要な詳
細情報が自動的に追加されます。

l 脆弱性に対処するユーザー:
脆弱性の状態を更新し、自分が作業した内容を反映します。

参照情報 :
l 「セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー)」(590ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)

パイプライン実行におけるコードカバレッジの追跡
このトピックでは、Jenkins JaCoCoまたはLCOVコードカバレッジレポートのデータをALM
Octaneで結合して表示する方法について説明します。

このトピックの内容 :

l 「コードカバレッジの概要」(235ページ)
l 「コードカバレッジデータへのALM Octaneの接続」(235ページ)
l 「ALM Octaneでのコードカバレッジデータの表示」(236ページ)
l 「コードカバレッジ (パッケージ別 )ウィジェット」(237ページ)
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コードカバレッジの概要

最小限のサービス中断と最高の品質を両立しながらリリースを高頻度で提供するに
は、コードのカバレッジを最大限に高めた自動テストを定期的に実行する必要がありま
す。パイプライン実行のコードカバレッジでは、パイプラインの特定の実行中に呼び出さ
れたコードの行数の割合を測定します。

ALM Octaneは、パイプライン実行で生成されたコードカバレッジレポートの情報をすべて
まとめて、全体の状態を表示します。パイプライン表示ウィジェットは、パッケージごとおよ
びファイルごとのコードカバレッジと、時間経過に伴うコードカバレッジのトレンドを表示し
ます。この情報に基づいて、自動テストでコードがどの程度カバーされているかを追跡で
きます。

ALM Octaneのコードカバレッジ追跡は、次の手順で構成されます。

手順 ツール

Jenkinsでコードカバレッジレポートを設

定

業界標準ツール

コードカバレッジレポートをALM Octane
に送信

Jenkins HPE Application Automation Tools
プラグイン

コードカバレッジ情報を表示 ALM Octane

コードカバレッジデータへのALM Octaneの接続

JenkinsのコードカバレッジデータにALM Octaneを接続するには、次の手順を実行する
必要があります。

1. MavenやJaCoCoなどの業界標準ツールを使用して、JaCoCoまたはLCOVコード
カバレッジレポートをJenkinsサーバーで生成します。

2. HPE Application Automation Toolsプラグインを使用して、JenkinsサーバーとALM
Octaneの統合を設定します。詳細については、「CIサーバーのセットアップ」(565
ページ)を参照してください。

この機能を使用するには、バージョン5.3.1以降のプラグインが必要です。このバー
ジョンは現在、ベータ版 (https://mvnrepository.com/artifact/org.jenkins-
ci.plugins/hp-application-automation-tools-plugin)として提供されています。これ
以前のバージョンのプラグインを使用している場合は、使用しているプラグインをこの
バージョンへアップグレードできます。

3. Jenkinsでは、ALM Octaneでコードカバレッジを追跡するパイプラインステップに対し
て、コードカバレッジレポートをALM Octaneに送信するポストビルドステップを作成し
ます。
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[HPE ALM Octane code coverage publisher]ポストビルドステップを選択し、コード
カバレッジレポートのパスを指定します。

4. パイプラインを実行します。

ALM Octaneでのコードカバレッジデータの表示

ALM Octaneは、1つのパイプライン実行に関するコードカバレッジレポートをすべて受信
し、集計します。これにより、パイプライン実行のコードカバレッジを全体的に把握し、時
間の経過とともにカバレッジが改善されているかどうかを判断できます。

1. [パイプライン] > [パイプライン]ページで、パイプラインダッシュボードにコードカバレッジ
ウィジェットを追加します。このウィジェットは、パッケージごとおよびファイルごとのコー
ドカバレッジと、時間経過に伴うコードカバレッジのトレンドを表示します。

コードカバレッジ (パイプライン実行別)ウィジェットは、各パイプライン実行の自動テスト
でカバーされるコード行全体の割合を示します。できるだけ多くのコードをカバーする
自動テストを開発し、コードカバレッジを高め、コードベースが拡大しても高いコード
カバレッジを維持できるようにしてください。

コードカバレッジ (パッケージ別)ウィジェットは、コードベース内のパッケージごとのコード
カバレッジと、自動テストでカバーされる各ファイルのコード行の割合を表示します。
詳細については、「コードカバレッジ (パッケージ別 )ウィジェット」(237ページ)を参照
してください。

2. パイプラインのIDをクリックしてパイプラインを開きます。

[実行 ]タブでは、パイプライン実行ごとにコードカバレッジバーが表示されます。赤
は、どのテスト実行でも呼び出されなかったコード行を表します。緑は、このパイプラ
イン実行中に実行されたテストで1回以上呼び出されたコード行を表します。バー
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の上にカーソルを合わせると、正確な行数が表示されます。

コードカバレッジ (パッケージ別 )ウィジェット

コードカバレッジ (パッケージ別)ウィジェットでは、コード内で最大の領域とコードカバレッジ
が最も低い領域を簡単に把握できます。重要なコードパッケージのサイズが大きく、カ
バレッジが低い場合には、自動テストを追加または改良して、その領域を的確にカバー
できるようにします。

領域にマウスを置くかクリックすると、その領域に関する詳細情報がインタラクティブに表
示されます。
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l このサンバーストチャートでは、各領域がコードパッケージを表します。

l 領域のサイズは、パッケージに含まれるコード行の数を示します。

l 領域の色は、各パッケージのコードカバレッジを表します。赤は、テスト実行によって
コード行が呼び出されなかったパッケージを表します。緑は、コードカバレッジが100%
であることを表します。その間の範囲のコードカバレッジは、赤と緑の間の色で表しま
す。

l 円は、コードパッケージの階層を表します。グラフの中心に近くなるほど、上位のパッ
ケージになります。

領域にカーソルを置くと、パッケージ名とコードカバレッジの割合が表示されます。

l グラフの一番外側は最下位のコードパッケージを示し、ここにファイルが格納されてい
ます。この領域をクリックすると、ファイルごとのカバレッジの詳細がヒートマップで表示さ
れます。

JenkinsのコードカバレッジデータにALM Octaneを接続するには、次の手順を実行する
必要があります。

1. MavenやJaCoCoなどの業界標準ツールを使用して、JaCoCoまたはLCOVコード
カバレッジレポートをJenkinsサーバーで生成します。

2. HPE Application Automation Toolsプラグインを使用して、JenkinsサーバーとALM
Octaneの統合を設定します。詳細については、「CIサーバーのセットアップ」(565
ページ)を参照してください。

この機能を使用するには、バージョン5.3.1以降のプラグインが必要です。このバー
ジョンは現在、ベータ版 (https://mvnrepository.com/artifact/org.jenkins-
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ci.plugins/hp-application-automation-tools-plugin)として提供されています。これ
以前のバージョンのプラグインを使用している場合は、使用しているプラグインをこの
バージョンへアップグレードできます。

3. Jenkinsでは、ALM Octaneでコードカバレッジを追跡するパイプラインステップに対し
て、コードカバレッジレポートをALM Octaneに送信するポストビルドステップを作成し
ます。

[HPE ALM Octane code coverage publisher]ポストビルドステップを選択し、コード
カバレッジレポートのパスを指定します。

4. パイプラインを実行します。

ALM Octaneでのコードカバレッジデータの表示

ALM Octaneは、1つのパイプライン実行に関するコードカバレッジレポートをすべて受信
し、集計します。これにより、パイプライン実行のコードカバレッジを全体的に把握し、時
間の経過とともにカバレッジが改善されているかどうかを判断できます。

1. [パイプライン] > [パイプライン]ページでパイプラインを選択し、 IDをクリックしてパイプラ
インを開きます。

2. [実行 ]タブでは、パイプライン実行ごとにコードカバレッジバーが表示されます。赤
は、どのテスト実行でも呼び出されなかったコード行を表します。緑は、このパイプラ
イン実行中に実行されたテストで1回以上呼び出されたコード行を表します。バー
の上にカーソルを合わせると、正確な行数が表示されます。

3. [詳細 ]タブに、パッケージごとおよびファイルごとのコードカバレッジと、時間経過に伴
うコードカバレッジのトレンドが表示されます。

コードカバレッジ (パイプライン実行別)ウィジェットは、各パイプライン実行の自動テスト
でカバーされるコード行全体の割合を示します。できるだけ多くのコードをカバーする
自動テストを開発し、コードカバレッジを高め、コードベースが拡大しても高いコード
カバレッジを維持できるようにしてください。
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コードカバレッジ (パッケージ別)ウィジェットは、コードベース内のパッケージごとのコード
カバレッジと、自動テストでカバーされる各ファイルのコード行の割合を表示します。
詳細については、「コードカバレッジ (パッケージ別 )ウィジェット」(237ページ)を参照
してください。

コードカバレッジ (パッケージ別 )ウィジェット

コードカバレッジ (パッケージ別)ウィジェットでは、コード内で最大の領域とコードカバレッジ
が最も低い領域を簡単に把握できます。重要なコードパッケージのサイズが大きく、カ
バレッジが低い場合には、自動テストを追加または改良して、その領域を的確にカバー
できるようにします。
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領域にマウスを置くかクリックすると、その領域に関する詳細情報がインタラクティブに表
示されます。

l このサンバーストチャートでは、各領域がコードパッケージを表します。

l 領域のサイズは、パッケージに含まれるコード行の数を示します。

l 領域の色は、各パッケージのコードカバレッジを表します。赤は、テスト実行によって
コード行が呼び出されなかったパッケージを表します。緑は、コードカバレッジが100%
であることを表します。その間の範囲のコードカバレッジは、赤と緑の間の色で表しま
す。

l 円は、コードパッケージの階層を表します。グラフの中心に近くなるほど、上位のパッ
ケージになります。

領域にカーソルを置くと、パッケージ名とコードカバレッジの割合が表示されます。
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l グラフの一番外側は最下位のコードパッケージを示し、ここにファイルが格納されてい
ます。この領域をクリックすると、ファイルごとのカバレッジの詳細がヒートマップで表示さ
れます。
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l ヒートマップの各領域は、選択したパッケージ内のファイルを表します。

l 領域のサイズは、ファイルに含まれるコード行の数を示します。

l 領域の色は、コードカバレッジのレベルを表します。

l 領域にカーソルを置くと、正確なコード行数とコードカバレッジの割合が表示されま
す。

参照情報 :
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)

テスト
アプリケーション開発では、テストはプロセスの重要な部分です。テストによって、プロダク
トが組織の品質基準を満たすことを保証できます。ALM Octaneでは、さまざまなタイプ
のテストフレームワークとテストタイプがサポートされています。

ALM Octaneでは、手動テスト、Gherkinテスト、および自動テストがサポートされていま
す。

手動テストと
Gherkinテスト

受け入れテスト、ユニットテスト、統合テストには、手動テストと
Gherkinテストを使用してください。このテストの担当者は、アプリケー
ションを使用し、すべてが想定どおりに動作することを確認します。

手動テストでは、各ステップが一覧表示され、ステップが1つずつ実
行されます。Gherkinテストでは、テストの内容を示すシナリオが記
述されていますが、テストの方法は任意です。

自動テスト 自動テストは、反復的な操作や難しいタスクの実行に役立ちます。
自動テストは、ユニットテスト、リグレッションテスト、継続的インテグ
レーションに使用します。

自動テストの保守は、外部テストツールで行います。

ALM Octaneは、テスト実行結果をダッシュボードと品質分析に反映します。

テストの編成には、さまざまなテストエンティティタイプを使用できます。詳細については、
「ALM Octaneエンティティの用語集」の「テストエンティティ」の項を参照してください。

次のステップ
l 「手動テストの作成」(252ページ)
l 「Gherkinテストの作成」(257ページ)
l 「Gherkinテストの自動化」(285ページ)
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l 「テストスイートの作成」(270ページ)
l 「自動テストの追加」(290ページ)

手動テストのフロー
ALM Octaneは、開発プロセスの管理を支援することに加えて、完全な手動テストフ
レームワークを使用した、テストと品質の取り組みの管理を支援します。

このトピックの内容 :

l 「テストプロセス」(245ページ)
l 「実行可能なテストの種類」(245ページ)
l 「テスト設計」(246ページ)
l 「                     テスト開発」(247ページ)
l 「テスト実行」(247ページ)
l 「テスト分析」(247ページ)
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テストプロセス

伝統的に、テスト管理は次の標準的なプロセスに従います。

テストは、設計と開発を行ってから、実行し結果を分析します。

このプロセスは何度も繰り返されます。こうして、開発とプロダクトの品質を継続的にテ
ストすることができます。

実行可能なテストの種類

ALM Octaneには、次のタイプのテストエンティティがあります。

手動テスト 手動テストは、品質追跡のための出発点として、最も基本的で効
率的な方法です。このテストには、アプリケーションを使用する際に
ユーザーが実行する可能性のあるアクション (ステップ)のリストが含ま
れます。テストを実行するということは、各アクションをテストステップに
記述されたとおりに実行するということです。
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Gherkinテスト Gherkinテストも、手動テストの1つです。Gherkinテストは、シナリオ
で構築されます。このテストで使用されるのは、ビヘイビアー駆動開
発 (BDD)と、ユーザーがアプリケーションをどのように使用するかに基
づいたユースケースシナリオです。

Gherkinテストは、自然言語構文を使用します。Gherkinテストは、
後で行ごとに自動化することもできます。

テストを実行するときは、シナリオとそのパラメーターに従います。

自動テスト 自動テストは、外部のテストツールで作成および編集され、CIサー
バー内のビルドに追加されます。ALM Octaneは、ビルド結果の中か
らテスト結果を検出し、自動テストエンティティをALM Octane内に
作成します。

これらの結果は、プロダクト品質およびリリース品質の一部として
ALM Octaneで使用します。

テストスイート テストスイートには、複数の手動テスト、Gherkinテスト、および自動
テストが含まれています。テスト実行を担当者に割り当て、各テスト
を個別に実行します。すべてのテスト実行が終了すると、ALM
Octaneは各テスト実行の結果を1つのスイート実行に集約します。

テストスイートを実行すると、自動テスト実行がCIサーバー上で行わ
れます。手動テストとGherkinテストは、すべてALM Octaneマニュア
ルランナーで実行されます。

テスト設計

テストの設計時には、アプリケーションのどの部分をチェックするテストを作成するか指定
します。

バックログおよび品質モジュールを構築するときは、テスト設計を行います。

l バックログを作成するときは、バックログ項目を確認するためのテストを作成します。

l アプリケーションモジュールを追加するときは、新規または既存のテストをアプリケーショ
ンモジュールに関連付けます。

l 不具合をオープンするときは、不具合の修正を確認するテストを作成します。

l テストの [バックログカバレッジ]フィールドを使用して、テストをバックログ項目に関連付け
ます。

バックログモジュールの操作方法の詳細については、「プロダクトバックログの作成」(114
ページ)を参照してください。アプリケーションモジュールの操作方法の詳細については、
「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)を参照してください。
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テスト開発

テストの開発は、テストする特定のアクションを対象としたステップを追加して行います。
手動テストのテストステップは、アプリケーションで実行する内容をアクションごとに説明し
ます。Gherkinテストの場合、テストスクリプトは、アクションごとのリストではなく、ユース
ケースシナリオです。

手動テストの作成の詳細については、「手動テストの作成」(252ページ)を参照してくだ
さい。Gherkinテストの作成の詳細については、「Gherkinテストの作成」(257ページ)を
参照してください。

テスト実行

テスト実行が行われるのは、テストを実行したときです。ALM Octaneでは、ALM
Octaneマニュアルランナーを使用して手動テストを実行します。

マニュアルランナーでテストを開いたら、テストまたはシナリオで書かれているとおりに各ス
テップを実行します。ステップまたはシナリオごとにメモを作成し、検証ステップにステータス
を割り当てます。

必要であれば、テスト中に見つかった問題に対して不具合をレポートします。テスト結
果とテスト中のアプリケーションの状態を他のユーザーが理解しやすいように、テスト実行
に添付を追加します。

完了したら、 をクリックして実行を終了します。ALM Octaneは、テストの実行後に
結果を1つのレポートにまとめます。

テスト実行の詳細については、以下を参照してください。

l 「テストスイートの計画と実行」(279ページ)
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)

テスト分析

手動テストを実行したら、結果を分析します。ALM Octaneは、テストまたはテストスイー
トの実行結果を単一のレポートにまとめます。このレポートをステップごとに確認して、実
行の詳細を表示します。

ALM Octaneには、リリースやプロダクトの品質分析に役立つグラフも数多くあります。標
準のウィジェットを使用するか、カスタムウィジェットを設定して独自のウィジェットを設計
してください。
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リリースをまたがる品質を分析するには、ダッシュボードモジュールを使用します。リリー
ス、スプリント、機能、またはアプリケーションモジュールに固有な品質を分析するには、
バックログまたは品質モジュールの [概要 ]タブを使用します。

テスト結果の詳細については、「実行の停止と結果の表示」(277ページ) または「ス
イート実行結果の表示」(282ページ)を参照してください。品質の分析の詳細について
は、「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)を参照してください。

自動テストのフロー (パイプライン)
自動テストも負荷テスト、パフォーマンステストと同様に外部テストツールで管理されま
す。このフローでは、CIサーバーのパイプラインを使用してテスト実行結果をALM Octane
に持ち込んで、プロダクトの全体的な分析に含める方法について説明します。

UFTテストを使用している場合は、パイプラインを使わずに、UFTとの直接的な統合を
セットアップすることができます。詳細については、「UFT統合のセットアップ」(583ページ)
を参照してください。

このトピックの内容:

l 「テストツール環境の準備」(248ページ)
l 「テスト実行をトリガーするJenkinsサーバーのセットアップ」(248ページ)
l 「テストツールを使用してテストを実行するJenkinsジョブのセットアップ」(249ページ)
l 「Jenkinsジョブを含むパイプラインをALM Octaneで作成」(250ページ)
l 「パイプラインの実行 」(251ページ)
l 「テスト割り当てルールを使用して、結果をALM Octaneエンティティに結びつける」
(251ページ)

l 「テスト結果の分析」(252ページ)

テストツール環境の準備

テストツールをインストールしたマシンの準備を行います。これにより、自動テストにアクセ
スして実行できます。

テスト実行をトリガーするJenkinsサーバーのセットアップ

テストはCIサーバー経由で実行されますが、完全なCIシステムを構成する必要はありま
せん。Micro Focus自動テストをJenkinsで実行し、実行結果をALM Octaneに送信す
るために必要なのは、以下の手順のみです。

他の自動テストツールの場合は、そのツールに必要な内容をJenkins上でセットアップし
ます。テストを実行するジョブがテスト実行結果をJenkinsに公開するようにしてくださ
い。
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Micro Focus自動テストのためのJenkinsのセットアップ:
1. Jenkinsサーバーをインストールします。

2. HPE Application Automation Toolsプラグインをインストールします。

このプラグインにより、以下の処理が可能になります。

l UFT、StormRunner Functional、またはPerformance Centerテストを実行する
ように専用に設計されたJenkinsジョブを実行します。

l ALM Octaneの要件に合わせて、テスト実行結果を準備します。

l 結果をALM Octaneに送信し、全体的な品質分析の結果として表示できま
す。

このプラグインのダウンロード、インストール、設定の詳細については、HPE
Application Automation Tools wikiページを参照してください。

注: Performance Centerテストをサポートするには、バージョン5.2以降のプラ

グインを使用してください。

3. パイプラインで実行されるUFTテストの場合 :
l テストを見つけることができるようにJenkinsを設定します。テストがALMに保存さ
れている場合は、ALMの場所を指定します。SCMリポジトリにある場合は、UFT
マシンのJenkinsワークスペースにテストをチェックアウトします。

l UFTマシンをJenkins上の実行ノードとして定義します。詳細については、HPE
Application Automation Tools wikiページの実行ノードに関する項を参照してく
ださい。

テストツールを使用してテストを実行するJenkinsジョブのセッ
トアップ

自動テストを実行し、結果を公開するJenkinsプロジェクトを作成します。

StormRunner Loadテストの場合は、StormRunner Loadヘルプセンターの説明に従って
テストを実行するJenkinsをセットアップします。ビルド後のアクションを [Publish JUnit test
result report]に追加します。

UFT、StormRunner Functional、またはPerformance Centerのテストの場合は、HPE
Application Automation Tools wikiページの手順に従って、次の操作を行います。

1. フリースタイルのソフトウェアプロジェクトを構築し、テストを実行するビルドステップを追加
します。

2. 関連するビルド後のアクションを追加して、テスト結果を公開します。これにより、
ALM Octaneに認識される形式で結果が確実に送信されます。

[Report archive mode]で、テストレポートを常にアーカイブするように選択します。
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その他のセットアップ要件

l UFTテストの場合は、実行ノードとして定義したマシン上でのみプロジェクトを実行す
るように制限します。

https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/HPE+Application+Automation+Tools#H
PEApplicationAutomationTools-RunningFunctionalTestsfromtheFileSystemを
参照してください。

l Performance Centerテストの場合は、Performance Centerマシンへの接続を設定し
ます。

https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/HPE+Application+Automation+Tools#H
PEApplicationAutomationTools-
RunningPerformanceTestsusingHPPerformanceCenterを参照してください。

Jenkinsジョブを含むパイプラインをALM Octaneで作成

自動テストの実行結果をALM Octaneに送信するには、テストを実行するJenkinsジョ
ブがパイプライン実行に含まれている必要があります。

パイプラインは、ALM OctaneまたはJenkinsプロジェクトから作成します。

ALMOctaneから

「パイプラインの作成と設定」(178ページ)を参照してください。
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Jenkinsから

https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/HPE+Application+Automation+Tools#HPE
ApplicationAutomationTools-CreateandconfigureALMOctanepipelinesonJenkins
を参照してください。

パイプラインの実行

パイプラインを実行すると、結果がALM Octaneに送信されます。

パイプラインを実行するには、次のいずれかの操作を行います。

l ALM Octaneパイプラインモジュールで、パイプラインを選択し、 [パイプラインの実行 ]ボタ
ンをクリックします。

l Jenkinsで、自分で作成したビルドプロジェクトを手動で起動します。

l Jenkinsで、あらかじめ決められた時間に実行されるようにビルドプロジェクトをスケ
ジュールします。

パイプラインとテストの実行が終了すると、プラグインによってテスト結果がALM Octane
に送信されます。

ALM Octaneは、受け取ったテスト結果に基づいて、自動テストエンティティとテスト実行
エンティティを作成します。関連する自動テストがすでに存在する場合、結果はそのテス
トに関連付けられます。詳細については、「ALM Octaneでテスト実行結果から自動テ
ストとテスト実行エンティティを作成する方法」(291ページ)を参照してください。

テスト割り当てルールを使用して、結果をALM Octaneエン
ティティに結びつける

ALM Octaneで自動テストをアプリケーションモジュールとバックログ項目に割り当てると、
コンテキスト内でテスト結果を表示できます。これらのテスト結果を使用して、リリースとプ
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ロダクトの進行状況と品質を分析できます。

自動テストに所有者を割り当てると、問題をすばやく解決するのに役立ちます。テスト
実行の失敗時にテスト所有者に通知するようにパイプラインを設定することができま
す。

詳細については、「アプリケーションモジュールとバックログ項目へのテストの割り当て」
(293ページ)を参照してください。

テスト結果の分析

テスト実行結果は、パイプライン実行と自動テスト実行で利用できます。

特定のテスト実行を開いて、詳細な結果を得ます。テストツールで提供される詳細レ

ポートを開くには、テスト実行の右上隅にある [テストツールレポート ] をクリックします。

注: Performance Centerから詳細レポートが提供されるのは、成功したテストの

場合のみです。

パイプライン実行結果は、パイプラインモジュールで確認します。詳細については、「パイ
プラインの実行と分析」(190ページ)を参照してください。

バックログ項目およびアプリケーションモジュールにテストを割り当てた場合、結果はリリー
スおよびプロダクトの追跡ダッシュボードウィジェットに含められます。

参照情報 :
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
l 「テスト割り当てルールの作成と管理」(579ページ)
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)

手動テストの作成
ALM Octaneで手動テストを作成します。

このトピックの内容:

l 「テストの作成とテストステップの追加」(252ページ)
l 「テストでのパラメーターの使用」(254ページ)

テストの作成とテストステップの追加

手動テストを作成する準備ができたら、同じプロセスでテストエンティティとステップを作成
します。
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手動テストを作成する手順 :
1. バックログまたは品質モジュール、またはテストスイートの [テスト ]タブで、+をクリックし

て [手動テスト ]を選択します。

2. [手動テストの追加 ]ダイアログで、テスト属性を割り当てます。次の属性の値を入
力します。

テストタイプ テストのタイプ (受け入れ、エンドツーエンド、リグレッション、サニ
ティ、セキュリティ、パフォーマンスなど)。

バックログカバ

レッジ

テストがカバーするバックログ項目。これにより、リリース品質を追
跡することができます。

アプリケーション

モジュール

プロダクトのアプリケーションモジュール。これにより、リリースにかか
わらず、プロダクトの品質を追跡することができます。

3. [追加して編集 ]をクリックします。

4. テストの [ステップ]タブで、 [ビジュアルエディター]ボタン または [テキストエディター]ボタ

ン をクリックします。

5. 必要なテストステップを追加します。

検証ステップ アプリケーションの内容を確認するステップ。テスト実行中に、各
検証ステップに対する成功 /失敗ステータスを指定します。

検証ステップは、ビジュアルエディターでは、チェックマークのアイコ

ンが付いて表示されます。

セットアップステッ

プ

アプリケーション内のアクション。テスト実行中に、ステップが成功
または失敗したかを宣言する必要はありません。

セットアップステップは、ビジュアルエディターでは、ドキュメントのア

イコンが付いて表示されます。

呼び出しステッ

プ

他の手動テストのステップを呼び出し、実行します。

呼び出しステップは、ビジュアルエディターでは、呼び出しアイコン
が付いて表示されます。

注:テキストエディターでステップを追加する場合、正しいステップを追加するた

めに使用する特定の構文があります。詳細については、「手動テストの構

文」(256ページ)を参照してください。

6. (オプション)添付を追加します。ツールバーで、 [添付 ]をクリックしてファイルを追加し、
対象ファイルに移動するか、画像をテストに直接貼り付けます。
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ALM Octaneでは、添付はテスト内の個別のステップとして追加されます。また、その
ファイルをテストの [添付 ]タブ、テスト実行の開始時にマニュアルランナー、またはテス
ト実行レポートにも表示します。

7. テストを保存します。

ヒント :作業する際には、手動テストのバージョンを保存してラベルを付けま

す。ある期間にわたってテストを作成し、使用する場合は、バージョン間の比

較をして、変更を確認してください。詳細については、「テストスクリプトのバー

ジョンの使用」(283ページ)を参照してください。

テストでのパラメーターの使用

手動テストで再使用するためにパラメーターとパラメーター値を含む複数のテーブルを作
成することができます。テストを実行すると、毎回異なるパラメーター値のセットを使用し
てテストが繰り返し実行されます。

以下に、ユーザーとパスワードのリストに関する簡単な例を示します。各繰り返しでは、
異なるセットの値が使用されます。

パラメーターを使用するには、次の手順を実行します。

1. パラメーターを使用するテストを作成するときに、 [パラメーターテーブル]ボタンをクリック
します。

2. 右側に開くペインで、新規テーブルを作成するか、ドロップダウンのオプションから保
存済みのテーブルを選択します。

3. テーブルの名前を入力して、各カラムの見出しをクリックし、カラムの名前を変更しま
す。各カラムはパラメーターを表しています。

パラメーター名には空きスペースまたは山カッコ (< >)を含めることはできません。

4. 各行でパラメーター値のセットを入力します。

5. 行やカラムを追加または削除するには、行またはカラムの名前の隣にあるドロップダ
ウンの矢印をクリックします。セルまたはカラムの見出しの上にカーソルを置くと、矢印
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が表示されます。

6. テーブルの準備ができたら、 [保存 ]をクリックします。

7. [保存 ]ボタンの隣にあるメニューオプションを使用して、パラメーターテーブルを管理す
ることができます。 [テストから削除 ]を選択すると、現在のテストからテーブルを除外す
ることができますが、そのテーブルはALM Octaneに保存されています。 [テーブルの削

除 ]を選択すると、テーブルはこのパラメーターテーブルを使用しているすべてのテスト
から削除されます。テーブルを削除する前に、そのテーブルを使用するテストが表示
されます。

8. 関連するテストステップで、次の構文を使用してパラメーター名を入力します。<パラ

メーター名>
9. テスト実行時に、テストが繰り返し実行されます。各反復では、テーブルから異なる

セットのパラメーター値が使用されます。

上記の例を使用して、以下に実行結果を示します。

次のステップ
l 「手動テストとテストスイートのインポート」(263ページ)
l 「手動テストおよびGherkinテストの自動テストへのリンク」(269ページ)
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
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手動テストの構文

テキストエディターでは、次の構文を使用してステップを追加します。

セットアップステップまたは通常の

ステップ

各ステップの先頭に、ハイフンとスペースを指定しま
す。

例: - Webサイトに移動します。

検証ステップ 検証ステップの先頭に、ハイフン、スペース、疑問符
を指定します。

例: - ?ページが正しくロードされたことを検証しま
す。

呼び出しステップ 各ステップの先頭に、ハイフン、スペース、@記号と呼
び出すテストのID番号を指定します。

例: -@1102ユーザーで検索

ステップは、複数の行にまたがることができます。ステップが続く場合、ハイフンとスペース
を改めて指定する必要はありません。

ヒント :テキストエディターで行の隣に赤いXが表示された場合は、その行の構文

またはロジックにエラーがあることを示します。たとえば、呼び出しステップで自分自

身のテストを呼び出すことはできません。

例:
基本的な例
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別のテストを呼び出す例

Gherkinテストの作成
ALM OctaneでGherkinテストを作成すると、ユーザーの視点からテストを実行したり、手
動テストから自動テストへの移行に役立てたりすることができます。

このトピックの内容:

l 「Gherkinテストを使用する理由」(257ページ)
l 「Gherkinテストの作成」(258ページ)
l 「テストシナリオの追加」(259ページ)
l 「Gherkinテストの自動化の準備」(259ページ)

言語のサポート : ALM Octaneでは、Gherkinテストは英語の構文のみをサポートし

ます。

Gherkinテストを使用する理由

Gherkinは、ビヘイビアー駆動開発 (BDD)を使用してテストを記述するための構文とし
てよく知られています。この構文では、ユースケースシナリオを使用して、ユーザーの視点
からテストを実行することができます。

Gherkin構文は、特定の構造によるプレーンテキストの英語を使用しています。Gherkin
構文は簡単に学ぶことができますが、具体的な例に十分に対応できるよう構造化され
ています。

Gherkinテストには次のようなメリットがあります。
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Gherkinテストを選択すると、手動

テストから自動テストへの移行が容

易になる

Gherkinテストを作成すると、そのテストを自動テス
トに移行することができます。

1. ALM Octaneで、標準のGherkin構文を使用
してテストを作成します。

2. 自動化するいくつかのテストを選択します。

3. テストスクリプトをダウンロードし、 IDEで自動化
用のコードを記述します。

4. CIプロセスに自動テストを含めます。ALM
Octaneは、その結果を元のGherkinテストにリ
ンクします。

CIプロセスの一環としてGherkinテストを実行
する方法の詳細については、「Gherkinテスト
の自動化」(285ページ)を参照してください。

5. 結果をALM Octaneに表示します。

Gherkinシナリオを使用して、パラ

メーターのような機能を追加する

Gherkinテストではシナリオを使用するため、テスト
実行で使用される値を変更します。

Gherkinテストの作成

シナリオとステップをGherkinテストに追加する前に、ALM Octaneでテストを作成します。

Gherkinテストを作成するには、次の手順を実行します。

1. バックログまたは品質モジュール、またはテストスイートの [テスト ]タブで、+をクリックし
て [Gherkinテスト ]を選択します。

2. テストの属性を設定します。次の属性の値を入力します。

テストタイプ テストのタイプ (受け入れ、エンドツーエンド、リグレッション、サニ
ティ、セキュリティ、パフォーマンスなど)。

バックログカバ

レッジ

テストがカバーするバックログ項目を選択します。これにより、リ
リース品質を追跡することができます。

アプリケーション

モジュール

プロダクトのアプリケーションモジュール。これにより、リリースにかか
わらず、プロダクトの品質を追跡することができます。

3. [追加して編集 ]をクリックします。

4. [スクリプト ]タブで、必要なフィーチャーとテストシナリオを追加します。詳細について
は、「テストシナリオの追加」(259ページ)を参照してください。

5. テストを保存します。

ALMOctaneユーザーガイド

テスト

ALM Octane (12.55.17) 258 / 628ページ



テストシナリオの追加

フィーチャーとシナリオを追加して、テストのコンテンツを提供します。構文の詳細について
は、「Gherkinテストの構文」(261ページ)を参照してください。

Gherkinテストシナリオを追加するには、次の手順を実行します。

1. テストで [スクリプト ]タブをクリックします。テスト ID (TID)とリビジョン番号 (REV)が付
与されたスクリプトが生成されます。テストを自動化する場合、これらの行は、ALM
OctaneがGherkinテストのテスト結果を特定するのに役立ちます。

1 #Auto generated NGA revision tag
2 @TID1001REV0.1.0
3 Feature:

注: ALM Octaneは、テスト IDを使用して自動実行の結果をマッピングしま

す。テスト IDタグを削除しないでください。

2. [フィーチャー]行には、フィーチャーの説明を追加します。

3. ツールバーの [シナリオの追加 ]をクリックします。追加フィールドで、Gherkinシナリオの
詳細を提供します。

4. 必要に応じてシナリオを追加します。

5. スクリプトを保存します。

ALM Octaneでは、スクリプトはテキストファイルとして保存されます。ALM Octaneで
ファイルを編集するか、 IDEにダウンロードします。

ヒント :作業する際には、手動テストのバージョンを保存してラベルを付けます。あ

る期間にわたってテストを作成し、使用する場合は、バージョン間の比較をし

て、変更を確認してください。詳細については、「テストスクリプトのバージョンの使

用」(283ページ)を参照してください。

Gherkinテストの自動化の準備

標準設定では、Gherkinテストを作成すると、テストの自動化ステータスは非自動化に
なっています。
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Gherkinテストの自動化を準備するには、次の手順を実行します。

1. テストの [詳細 ]タブで、 [自動化ステータス]を [自動化準備完了 ]に設定します。

2. Gherkinスクリプトをダウンロードし、任意のJava開発環境で自動化を行います。
詳細については、「Gherkinテストの自動化」(285ページ)を参照してください。

IDEとCIサーバー環境で自動化プロセスが完了し、ALM Octane内のスクリプトと
IDE内のスクリプトが一致すると、自動化ステータスは自動に変わります。

3. IDE内のスクリプトバージョンがALM Octane内のスクリプトバージョンと一致しない場
合、または同期されていない場合、ステータスに応じて調整を行います。

更新が必要 ALM Octaneでスクリプトが変更され、自動化コードで変更が
反映されていません。

a. スクリプトの新しいバージョンをALM Octaneからダウンロード
します。

b. このスクリプトを、 IDEにある古いバージョンとマージします。

c. 自動化コードを更新します。

CIサーバーは、自動化コードにある最新バージョンのスクリプトを
使用します。自動化コードのスクリプトバージョンが最新でない
と、テスト実行ではALM Octaneよりも古いバージョンのスクリプト
が使用されます。

承認が必要 IDEでスクリプトが変更され、ALM Octaneで変更が反映されて
いません。

a. [スクリプトは外部で変更されました]リンクをクリックして、スクリプ
トバージョンを比較します。

b. 承認するスクリプトバージョンを決定します。

c. [同意する]をクリックすると、自動化コードの外部バージョンに
基づいてALM Octaneのスクリプトが更新されます。 [拒否す

る]をクリックすると、外部的に変更したスクリプトが却下さ
れ、ALM Octaneのスクリプトバージョンが保持されます。

これで、自動化コードとALM Octaneのスクリプトが一致しま
した。ALM Octaneでは、テストの自動化ステータスは自動と
表示されます。

次のステップ
l 「テストスクリプトのバージョンの使用」(283ページ)
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
l 「Gherkinテストの自動化」(285ページ)
l 「Gherkinテストの構文」(261ページ)
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Gherkinテストの構文

Gherkinテストを作成する際には、特定の構造と構文を使用して、Gherkinの規則に
従います。

注:編集時に、構文または論理的エラーがある行の隣にXの文字が赤で表示さ

れます。

このトピックの内容:

l 「フィーチャーセクション」(261ページ)
l 「バックグラウンドセクション」(261ページ)
l 「シナリオセクション」(262ページ)
l 「シナリオアウトライン」(262ページ)

フィーチャーセクション

フィーチャーはGherkinテストの目的と目標を定義します。

l フィーチャー行は次のキーワードから始まります: Feature:
l フィーチャーには、任意の数のシナリオが含まれます。

l 最初のシナリオの前には、任意のテキストを入力します。テキストでは、関連するユー
ザー、フィーチャーの説明、およびそのユーザーにとっての重要性について記述します。

例 :

Feature: Refund an item.

販売員は客が購入した商品に対して返金できる必要があります。

これは法律で義務付けられていると同時に、顧客の満足度を維持するためにも不可欠で

す。

Feature: Buying items in shopping cart, single user.

バックグラウンドセクション

各シナリオの前にバックグラウンドを実行します。バックグラウンドは、フィーチャー内のすべ
てのシナリオに対する1つの設定セットまたは1つのコンテキストを定義します。

l バックグラウンドセクションは次のキーワードから始まります: Background:
l バックグラウンドにはステップ (Given、When、Then)が含まれることがあります。

例 :
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Background:

Given: payment security system is up

シナリオセクション

シナリオは、ユーザーの操作とアプリケーションの反応ついて記述します。

l シナリオ行は次のキーワードから始まります: Scenario:
l フィーチャーには多数のシナリオを含めることができます。

l すべてのシナリオにはステップが含まれています。これらはGherkin構文では注釈と呼ば
れます。これらのステップにより、テスト実行に必要な動作の内容を確認できます。そ
れぞれのシナリオには、各タイプの多数のステップが含まれることがあります。

l ステップは、Given、When、Thenから始まります。各シナリオには複数のステップが含ま
れることがあります。

Givenステートメント Givenステップは前提条件です。

Whenステートメント Whenステップは、ユーザーが実行しているアクションを
記述します。

Thenステートメント Thenステップは、実行されるアクションの期待される結
果を記述します。

例 :

Scenario: Julio buys items in his cart

Given a customer named "Julio Brown"

Given I am logged in as Julio

Given I have at least one item in cart

When I try to buy items in my cart

When I should be asked for my payment method

シナリオアウトライン

シナリオアウトラインは、Examplesセクションの各行に対して1回ずつ実行されます。シナリ
オアウトラインを使用して、Gherkinテストをパラメーター化することができます。

l シナリオと同様、シナリオアウトラインには、Given、When、Thenステップが含まれるのが
普通です。

l Given、When、Thenステップにはプレースホルダー (変数 )が含まれ、<記号と>記号の
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間に名前が記述されます。

l Examples:セクションには、シナリオアウトラインが実行されるときに使用されるプレース
ホルダーの値が含まれます。

例 :

Scenario Outline: Many users buy items in their carts.

Given a customer named "<customer>"

Given I am logged in as "<customer>"

Given I have at least one item in cart

When I try to buy items in my cart

Then I confirm my payment method "<payment>" and proceed to checkout

例:

| customer | payment |

| Jane Doe | Paypal |

| Jorge Rodriguez | VISA |

| Sally Dunn | VISA |

| Pierre Bisset | American Express |

| Masayoshi Horita | Cash |

手動テストとテストスイートのインポート
手動テストとテストスイートは、MS ExcelファイルからALM Octaneにインポートすることが
できます。

このトピックの内容:

l 「ステップ1:インポートファイルの準備」(264ページ)
l 「ステップ2:インポートファイルへのテストステップの追加」(267ページ)
l 「ステップ4:テストとテストスイートのインポート」(268ページ)
l 「ステップ4:テストとテストスイートのインポート」(268ページ)
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ステップ1:インポートファイルの準備

インポートの対象となる手動テスト、テストステップ、テストスイートをExcel (.xlsまた
は.xlsx)ファイルに格納します。手動テストとテストスイートは、別々のタブにリストする必
要があります。

ALM Octaneでは、Microsoft Excelバージョン2010以降のExcelシートのインポートがサ
ポートされています。

インポートファイル例: インポートファイルの作成には、テンプレートファイルを使用する

と便利です。ALM Octaneメニューで、 [テストのインポート ]をクリックします。 [イン

ポート ]ダイアログボックスが開いたら、 [インポートファイル例の表示 ]をクリックし、サン

プルのExcelファイルをダウンロードします。

インポートファイルを準備するには、次の手順を実行します。

1. Excelファイルで、インポートする項目タイプごとに名前を付けたタブを作成します。タ
ブの名前は、 [manual tests]と [test suites]です。

作成が必要なタブは、インポートする項目タイプのタブのみです。

2. シートの先頭行に、インポートする値のフィールドを示すヘッダー行を追加します。イ
ンポート可能なフィールドのリストは、以下の表を参照してください。表には、イン
ポートに必要な必須フィールドがまとめられています。

注:

l 以下の表では、システムの標準設定値が示されています。ALM Octane
ワークスペースの設定によっては、値が異なる場合があります。

l ローカリゼーション: UIに英語以外の言語を使用している場合でも、英語の

フィールド名を使用する必要があります。

3. インポートの対象となるテストとテストスイートの各フィールド値を、1行ずつ入力しま
す。

ALM Octaneの各エンティティには、フォームの設定に基づいて決定される必須フィー
ルドがあります。必須フィールドすべてに値を入力しないと、ALM Octaneはドラフトス
テータスでエンティティをインポートします。インポート後、項目を開いて必要なフィー
ルドの値をすべて入力します。

ヒント : ドラフトステータスの項目は、 [ドラフト ]列を使用して検索できます。

ローカリゼーション:ユーザー言語が英語以外の言語に設定されている場合は、
Excelシートにローカライズされた値を入力します。
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標準設定では、1回のインポートでバックログ項目を1,000件までインポートできま
す。これよりもバックログ項目の数が多い場合は、すべての項目をインポートするた
めに、複数のExcelファイルを準備します。

インポートするテストが300件を超える場合は、 IMPORT_TESTS_FUSE設定パラ
メーターの値の変更をサイト管理者に依頼してください。詳細については、
「IMPORT_TESTS_FUSE 」(345ページ)を参照してください。

手動テストのフィールド

[manual tests]タブに、次のフィールドの一部またはすべてを入力します。フィールド名
は、大文字小文字を区別しません。

必須フィールド

unique_id インポートするテストのIDを示す整数。

name フリーテキストフィールド。255文字まで入力できます。

type リスト値。可能な値 : test_manualまたはstep。

オプションフィールド

test_type リスト値。値は、受け入れ、エンドツーエンド、リグレッション、サニ

ティ、セキュリティ、パフォーマンスのいずれかです。

product_areas ワークスペースのアプリケーションモジュール。

アプリケーションモジュールの名前または (セカンドレベルモジュール
の場合 )パス。ストーリーを複数のモジュールに関連付ける場合
は、名前をコンマで区切ります。

covered_content このテストがカバーするバックログ項目を表すALM Octane ID番
号。

designer テストとテストステップを作成したユーザーのALM Octaneユーザー
名。

description フリーテキストフィールド。

estimated_
duration

テスト実行に必要だと考えられる時間 (分 )を表す整数。

owner 項目の所有者のALM Octaneログイン名。

ALMOctaneユーザーガイド

テスト

ALM Octane (12.55.17) 265 / 628ページ



phase リスト値。指定可能な値は、新規、デザイン中、レビュー待ち、準

備完了、廃棄などです。

値を入力しない場合、ALM Octaneはフェーズを新規に設定しま
す。

user_tags 項目に付けるタグをフリーテキストで指定します。

値が既存のタグと一致する場合、ALM Octaneはタグをインポー
トされたストーリーに追加します。

ヒント : インポートした項目のフィルターで使用する特別な

タグを作成します。

<ユーザー定義
フィールド>

ユーザーストーリーフォームのユーザー定義フィールドのラベル名
(ALM Octaneワークスペース設定でユーザーストーリーに設定さ
れているラベル名 )。

<編集可能なそ
の他のシステム定
義フィールド>

Excelシートに、任意のREST API編集可能フィールドを追加し
ます。

フィールドで指定可能な値については、スペース管理者または
ワークスペース管理者に確認してください。

テストスイートのフィールド

[test suites]タブに、次のフィールドの一部またはすべてを入力します。フィールド名は、
大文字小文字を区別しません。

必須フィールド

type テストスイートのインポートをALM Octaneに指示するために、
test_suiteを追加します。

name フリーテキストフィールド。255文字まで入力できます。

オプションフィールド

test_id テストスイートに含める (手動テストシートの)手動テストの行番
号。

参照先の手動テストもテストスイートと同じインポートファイルに
含める必要があります。
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product_areas ワークスペースのアプリケーションモジュール。

アプリケーションモジュールの名前または (セカンドレベルモジュール
の場合 )パス。ストーリーを複数のモジュールに関連付ける場合
は、名前をコンマで区切ります。

covered_content このテストがカバーするバックログ項目を表すALM Octane ID番
号。

designer テストとテストステップを作成したユーザーのALM Octaneユーザー
名。

description フリーテキストフィールド。

owner テストスイートの所有者のALM Octaneログイン名。

user_tags 項目に付けるタグをフリーテキストで指定します。

値が既存のタグと一致する場合、ALM Octaneはタグをインポー
トされたストーリーに追加します。

ヒント : インポートした項目のフィルターで使用する特別な

タグを作成します。

<ユーザー定義
フィールド>

ユーザーストーリーフォームのユーザー定義フィールドのラベル名
(ALM Octaneワークスペース設定でユーザーストーリーに設定さ
れているラベル名 )。

<編集可能なそ
の他のシステム定
義フィールド>

Excelシートに、任意のREST API編集可能フィールドを追加し
ます。

フィールドで指定可能な値については、スペース管理者または
ワークスペース管理者に確認してください。

ステップ2:インポートファイルへのテストステップの追加

各テストのテストステップを同じシートに埋め込みます。テストステップは、手動テストの値
を含む行の下の行に追加してください。

1つのステップを1つの行に入力します。ヘッダー行には次の列が含まれるようにしてくださ
い。ヘッダー行の他の列の値は、空のままにしてください。

type リスト値。可能な値 : test_manualまたはstep。
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step_type リスト値。Setup、Validation、Callを指定できます。

呼び出しステップを追加する場合は、手動テストのインポートシート
にテストを追加しておいてください。

step_
description

ステップの説明をフリーテキストで指定します。

呼び出しステップの場合、呼び出されるテスト名を括弧で囲んでくだ
さい: <unique id>

ステップ3:インポートファイルへのテストスイートテストの追加

各テストスイートのテストを、テストスイートと同じシートに埋め込みます。テストスイートの
値を入力した行の下の行に、テストの詳細を入力します。

1つのテストを1つの行に入力します。各テストに対して、ヘッダー行に次の列が含まれる
ようにしてください。ヘッダー行の他の列の値は、空のままにしてください。

type スイートに含めるテストに対してテストを追加します。

現在のテストインポートに、このテストを含めてください。

test_id テストスイートに含めるテストを一意に識別できるID値。

このテストは、テストスイートと同時にインポートする必要がありま
す。

ステップ4:テストとテストスイートのインポート

1. ALM Octaneメニューで、 [テストのインポート ]をクリックします。

2. ダイアログボックスで [参照 ]をクリックし、Excelファイルがあるフォルダーに移動しま
す。

[インポート ]をクリックすると、ALM OctaneはExcelファイルの書式を検証し、同じファ
イルがすでにインポートされていないかどうかを確認します。

ALM Octaneでは、インポートによるテストおよびテストスイートの更新はサポートされ
ていません。同じExcelファイルをインポートできるのは1回のみです。

ALM Octaneでは、検証結果に基づいて次の処理を実行します。

エラーがある場合 ALM Octaneは、エラーがあるシートと行を検証レポートで表
示します。

エラーレポートの下部にある [Excelにエクスポート ]リンクをクリッ
クすると、エラーレポートが保存されます。

エラーを修正して、インポートを再試行します。

エラーがない場合 インポートが開始されます。
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3. インポートが完了すると、ALM Octaneバックログモジュールまたは品質モジュールで
項目が表示されます。

次のステップ
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
l 「テストスイートの計画と実行」(279ページ)

手動テストおよびGherkinテストの自動テストへのリン
ク
手動テストとGherkinテストは、テスト実行にかなり手間がかかることがあります。次のよう
な方法で、この手間を軽減できます。

l 別のテストツールを使用してテストを自動化する

l 作成済みの自動テストにテストをリンクし、ステータスと詳細を同期させる

テストをリンクすると、テストステップから自動化コードへのリンクが作成されます。また、
ALM Octaneで両方のテスト結果の品質分析を実行できます。

手動テストとGherkinテストを自動テストにリンクするには、次の手順を実
行します。

1. 自動化ステータスが [非自動化 ]のテストで、 [詳細 ]タブを開きます。

2. [関係 ]タブにある [関係の追加 ]ボタンをクリックし、 [カバーする自動テスト ]を選択しま
す。

ヒント :自動テストで、 [関係 ]タブの [カバーされる手動テスト ]、[Gherkinテスト ] を
選択し、リンクを作成します。

3. [選択 ]ダイアログのリストで自動テストを選択し、 [追加 ]をクリックします。

関係グリッドが開き、テストがマップ内で接続されます。また、並列の手動テストまた
はGherkinテストのバックログ項目とアプリケーションモジュールにも、自動テストが割
り当てられます。

さらに、リンクされた手動テストの自動化ステータスが [自動 ]に更新されます。

4. ALM Octaneマニュアルランナーまたはパイプラインで、自動テストを使ってテストを実
行します。

テストの [実行 ]タブに、自動テスト実行の実行結果と、手動テストまたはGherkinテ
ストの実行結果が表示されます。

次のステップ
l 「手動テストとテストスイートのインポート」(263ページ)
l 「テストスクリプトのバージョンの使用」(283ページ)
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l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)

テストスイートの作成
テストスイートは、多くのテストを単一のエンティティに統合するコンテナーエンティティで
す。テストスイートを使用して、リグレッションテストイベントなどのために、アプリケーション
領域をテストします。

テストスイートには、手動テスト、Gherkinテスト、実行可能な自動テストが含まれます。

このトピックの内容:

l 「テストスイートとは」(270ページ)
l 「テストスイートの作成」(270ページ)
l 「テストスイートへのテストの追加」(271ページ)
l 「UFTテストのパラメーター化」(272ページ)

テストスイートとは

テストスイートとは、テストのコレクションです。テストスイートにはそれ自体のコンテンツは
含まれません。

テストスイートは次のようなさまざまな方法で使用することができます。

l アプリケーションの特定のページ、モジュールまたはセクションのテストを1つのグループに
まとめる。これにより、アプリケーションの特定のセクションをテストすることができます。

l アプリケーションの特定のバージョンのテストをグループ化する。これにより、より新しい
バージョンに対するリグレッションテストを実施することができます。

l 複数のユーザーでテストを実行する。テストスイートの所有者は、テストスイートのテス
ト結果を集めてまとめたものを受け取ります。この方法は特にリグレッションテストに役
立ちます。

l 同じ環境のテストをグループ化し、異なる環境間で問題を比較する。

テストスイートの作成

テストスイートを使用するには、テストスイートのコンテナーを作成する必要があります。

テストスイートを作成するには、次の手順を実行します。

1. 品質モジュールの [テスト ]タブ、またはバックログモジュールのフィーチャーもしくはス
トーリーの [テスト ]タブから、次のいずれかを行います。

l +をクリックして、 [テストスイート ]を選択します。

l テストを選択し、 [テストスイートの作成 ]を右クリックして選択します。

2. テストスイートの属性を設定します。特に、 [バックログカバレッジ]および [アプリケーション
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モジュール]の属性値を指定することをお勧めします。

3. [追加して編集 ]をクリックします。

4. [追加 ]ボタン+と下矢印をクリックして、 [手動テスト ]または [Gherkinテスト ]を選択し
ます。テスト属性を指定し、 [追加 ]をクリックします。

作成済みのテストがテストスイートに追加されます。テストへのリンクをクリックして、ス
テップを追加します。詳細については、「手動テストの作成」(252ページ)または
「Gherkinテストの作成」(257ページ)を参照してください。

注: ドラフトステータスのテストをテストスイートに追加することはできません。

テストスイートへのテストの追加

テストスイートはそれ自体のステップを持たないコンテナーであるため、使用するには、テス
トをテストスイートに追加する必要があります。

テストスイートにテストを追加するには、次の手順を追加します。

1. 次のいずれかを行います。

l テストスイートの [テスト ]タブで、 [既存のテストの追加 ]ボタン をクリックします。

l グリッドビューまたはスマートリストビューで、テストを右クリックして [スイート実行に追

加 ]を選択します。

2. [テストの選択 ]ダイアログボックスで、追加するテストをすべて選択します。

3. [選択 ]をクリックします。

テストはテストスイートのテストグリッドに追加されます。

ヒント :テストの追加後に、各テストのステップを表示するには、グリッド内のテスト

名の下でステップを展開します。
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UFTテストのパラメーター化

実行可能なUFTテストをテストスイートに追加し、UFTGitリポジトリにデータテーブルが
含まれている場合、データテーブルを使用してテスト実行をパラメーター化します。

ヒント : ALM OctaneがGit内のデータテーブルを特定できるようにするため、テストと

は完全に別のフォルダーにデータテーブルを保存してください。

1. テストスイートで [テスト ]タブを開き、グリッドビューを選択します。

2. [データテーブル]カラムをグリッドに追加します。

3. UFTテストの行で、テスト実行に使用するデータテーブルを選択します。データテーブ
ルのリストには、ALM Octaneによって検出された、テストに関連するすべてのデータ
テーブルが含まれます。

スイートがこのテストを実行する際に、選択したデータテーブルを使用してテストが実行さ
れます。

異なるデータテーブルを使用してテストを実行するには、異なるテストスイートにテストを
追加します。各スイートで、このテストに対して異なるデータテーブルを指定することがで
きます。

次のステップ
l 「テストスイートの計画と実行」(279ページ)
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
l 「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)
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手動テストとGherkinテストの実行
ALM Octane内でのテストの実行には、マニュアルランナーを使用します。

このトピックの内容:

l 「ALM Octaneによるテストの実行方法」(273ページ)
l 「テストの実行」(273ページ)
l 「テストステップへのステータスの割り当て」(274ページ)
l 「実行中の不具合のレポート」(275ページ)
l 「実行またはステップへの添付ファイルの追加」(276ページ)
l 「実行の停止と結果の表示」(277ページ)

ALM Octaneによるテストの実行方法

マニュアルランナーでは、テストのタイプに応じた方法でテストが実行されます。

l 手動テストを実行する場合、テストステップを表示し、ステップの詳細を追加します。
各検証ステップに、実行ステータスを割り当てます。テストの実行後には、ALM
Octaneがコンパイルステータスを作成します。

l Gherkinテストを実行する場合、シナリオを表示します。シナリオごとに実行ステータス
を割り当て、テストに実行ステータスを割り当てます。

注:手動テスト (Gherkinテストやテストスイートなど)の実行時に割り当てられた

実行ステータスは、ネイティブステータスと呼ばれます。テスト実行結果をダッシュ

ボードまたは [概要 ]タブで分析する場合、ネイティブステータスは成功、失敗、要

注意、計画済みというサマリーステータスにわかりやすく分類されます。

テストの実行

ALM Octaneから手動テストまたはGherkinテストを実行します。

ヒント : 「Sprinterでの手動テストの実行と編集」(278ページ)の説明に従って、

Sprinterで手動テストを実行することも可能です。

テストを実行するには、次の手順を実行します。

1. バックログまたは品質モジュールで、実行するテストを選択します。

2. ツールバーの [テストの実行 ] をクリックします。

ALMOctaneユーザーガイド

テスト

ALM Octane (12.55.17) 273 / 628ページ



[テストの実行 ]ダイアログボックスが開き、実行しようとしているテストの数が示されま
す。テスト実行の詳細を指定します。

実行名 テストの実行時に作成される手動実行エンティティの名前。

標準設定では、実行名はテスト名と同じになります。必要に
応じて、別の名前を指定してください。

リリースと環境 テスト実行結果を関連付けるプロダクトリリースバージョンと、テ
ストを実行するアプリケーション環境。

標準設定では、最後に選択した環境が使用されます。

スクリプトバー
ジョン

別のリリースのスクリプトバージョンを使用してテストを実行するに
は、 [別のリリースからのバージョンを使用する]を選択します。選択
したリリースにバージョンが複数ある場合、最新のバージョンが
使用されます。

呼び出しステップの追加から手動テストにリンクされているテスト
では、同じ指定のバージョンが使用されます。

ドラフト実行ス
テータス

設計中のテストを既存のステップで実行したい場合には、 [ドラフ

ト実行 ]を選択します。実行が完了すると、ALM Octaneは結
果を無視します。

3. テストを実行するには、 [実行 ]をクリックします。

マニュアルランナーが開きます。

ヒント :テストの実行中に [実行の詳細 ]ボタン をクリックすると、実行の詳

細を追加できます。

4. ステップまたはシナリオでの記述に従ってステップを実行します。

テストステップへのステータスの割り当て

テストステップやシナリオの実行では、テストのステータスを記録する必要があります。これ
により、ALM Octaneがテスト結果を品質分析に利用できるようになります。
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ステータスをテストステップに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. 必要に応じて、ステップまたはシナリオの横にあるチェックマークをクリックします。

2. 各ステップまたはシナリオの結果を、 [実際に起きたこと]フィールドに記録します。

実行中の不具合のレポート

テストの実行中に問題が発生した場合は、不具合をオープンするか、既存の不具合
にリンクします。

テスト実行中に不具合をオープンするには、次の手順を実行します。

1. マニュアルランナーのツールバーで、 [テストの不具合 ]ボタン をクリックします。

特定のステップに不具合を関連付けるには、ステップの横にある [不具合の追加 ]ボ

タン をクリックします。

2. [実行ステップ不具合の追加 ]ダイアログボックスが開いたら、不具合の詳細情報を
入力し、 [追加 ]をクリックします。

新規不具合フォームが開き、実行が開始されたテストのアプリケーションモジュール
と、テスト実行で選択したリリースが自動入力されます。その他の関連フィールドに
も値が入力されます。

3. 実行を既存の不具合にリンクするには、 [不具合にリンク]をクリックし、不具合を選
択してから [選択 ]をクリックします。

4. をクリックすると、この実行の不具合が一覧表示されます。

5. テストの実行ステップを不具合の [説明 ]フィールドにコピーするには、 [ステップを説明

にコピー]をクリックします。この操作は、不具合の修正作業において問題を再現す
る際に役立ちます。
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l 手動テストでは、不具合が実行に結びつけられている場合、実行のステップが
すべてコピーされます。不具合が実行ステップに結びつけられている場合、失敗
したステップより前のステップがコピーされます。テストにパラメーターがある場合、
該当する反復のみがコピーされます。

l Gherkinテストでは、該当するシナリオがコピーされます。

実行またはステップへの添付ファイルの追加

実行にドキュメントを添付すると、便利な場合があります。

実行または実行中のステップに項目を添付するには、次の手順を実行し
ます。

1. 情報の添付先に基づいて、次のいずれかを実行します。

l テスト実行に添付:ツールバーの [実行の添付 ]ボタン をクリックします。

l 単一のステップに添付:ステップの [実際に起きたこと]フィールドの横にある [添付の追

加 ]ボタンにカーソルを置き、クリックします。

ダイアログが開いたら、必要なファイルを添付します。添付ファイルの操作方法の詳
細については、「項目へのファイルの添付」(76ページ)を参照してください。

ヒント : フォルダーからのドラッグアンドドロップや、画像をマニュアルランナーに貼

り付ける操作を実行できます。

ALM Octaneはマニュアルランナーを更新し、添付ファイルの数を表示します。
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実行の停止と結果の表示

テスト実行が完了したら、結果を表示してステータスと詳細を確認します。

結果を表示するには、次の手順を実行します。

ステップの実行がすべて完了した後で、ALM Octaneマニュアルランナーのウィンドウの下

部にある をクリックします。

注:すべてのステップまたは検証ステップがマークされていない場合、実行ステータ

スは [進行中 ]のままになります。ステップの詳細を入力して更新し、ステータスを

変更してください。

テストの [実行 ]タブで特定の手動実行のリンクをクリックすると、 [レポート ]タブにその結果
が表示されます。

このレポートでは、すべての検証ステップの結果や実行に含まれる添付ファイルなど、実
行結果がステップごとに表示されます。また、実行の作成時点でテストがどのフェーズ
だったかも確認できます。

ヒント :複数の実行のテストフェーズ情報を表示するには、 [テストフェーズ]カラムを

[実行 ]タブに追加します。
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参照情報 :
l 「テストスイートの計画と実行」(279ページ)
l 「手動テストおよびGherkinテストの自動テストへのリンク」(269ページ)
l 「不具合の管理」(306ページ)

Sprinterでの手動テストの実行と編集
Sprinterを使用する場合、マニュアルランナーではなくSprinterで手動テストを編集して
実行するように、ALM Octaneをセットアップできます。

前提条件 :
l SprinterとALM Octaneの両方を同じクライアントマシン上にインストールしておきます。

l Sprinterバージョン14.03がサポートされています。

Sprinterで手動テストを実行および編集するには、次の手順を実行しま
す。

1. ALM Octaneで [設定 ] をクリックし、 [Sprinterを使用して手動テストを実行 ]を選択
します。

ヒント : この機能は、ENABLE_SPRINTER_USAGEサイトパラメーターで定義

されます。このオプションが表示されない場合は、サイト管理者に有効化を

依頼してください。

2. 手動テストを実行する準備ができたら、ALM Octaneで [実行 ]をクリックします。

Sprinterが自動的に開いたら、そこでテストを実行できます。

3. Sprinterでテストを実行するALM Octaneのアクションは、 [実行 ]、 [実行の継続 ]、[自
分の作業] > [実行]です。
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4. Sprinterでテストを編集するには、 [ステップ]タブで [Sprinterで編集 ] をクリックしま
す。

スプリンターが自動的に開いたら、そこでテストを編集できます。

注: ALM Octaneでは、Sprinter 14.03がALM Octaneクライアントと同じマシンにイ

ンストールされているかどうかを確認できません。統合をセットアップした状態で、

Sprinterで手動テストを編集または実行できない場合は、SprinterがALM
Octaneと同じマシンに正しくインストールされているかどうかを確認してください。

次のステップ
l 「手動テストの作成」(252ページ)
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)

テストスイートの計画と実行
テストスイートの作成が完了したら、さまざまな設定でテストスイートを実行します。ス
イート実行を計画し、異なるユーザーにテスト実行を割り当て、すべてのテストの完了
後に結果を表示します。

このトピックの内容:

l 「テストスイート実行の計画」(279ページ)
l 「テストスイートの実行」(280ページ)
l 「スイート実行結果の表示」(282ページ)

テストスイート実行の計画

テストスイートの完成後、スイートの実行がいつ可能かが不明な場合には、実行を計
画します。これにより、スイート実行を設定した後、スイートの所有者が、都合に合わ
せてテストスイートを実行できます。

テストスイートを計画するには、次の手順を実行します。

1. 品質モジュールで [テスト ]タブを選択します。

2. グリッドでテストスイートを選択し、ツールバーの [実行計画 ] をクリックします。

3. [スイート実行の計画 ]ダイアログボックスが開いたら、スイート実行の属性を定義し
ます。ALM Octaneは、スイート内にあるテストのすべてのテスト実行に値を割り当て
ます。

4. [計画 ]をクリックします。ALM Octaneによりスイート実行が作成され、スイートのテス
ト用にテスト実行が作成されます。このテスト実行は、自分の作業モジュールの標
準設定所有者の項目リストに表示されます。
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ヒント :計画済みのスイート実行にテストを追加するには、テストをテストスイートに

追加してから、 [テスト ]タブでテストを右クリックして [スイート実行に追加 ]を選択し

ます。

テストスイートの計画が完了すると、 [タグ]タブの利用可能な [実行ステータス]タグに [計
画済み]タグが追加されます。

テストスイートの実行

テストスイートは、一連のテスト実行として実行されます。テスト実行は、さまざまな所
有者と環境に割り当てます。

テストスイートの実行プロセスは、次の手順に従います。

テストスイートを実行するには、次の手順を実行します。

1. テストスイート実行を計画します。品質モジュールの [テスト ]タブ、またはバックログモ
ジュールのフィーチャーまたはストーリーの [テスト ]タブで、実行するテストスイートを選
択します。

2. ツールバーの [スイート実行の計画 ] ボタンをクリックします。

ヒント :すべてのテストを1回実行する場合は、 [テストスイートの実行 ]ボタンをク

リックし、実行属性を入力します。テストが順番に実行されます。

スイートに実行可能な自動テストが含まれている場合、ALM Octaneは手

動実行と並行して、CIサーバー上でテスト実行をトリガーします。

3. スイート実行属性を割り当てます。[スイート実行の計画 ]ダイアログボックスで、スイー
ト実行の属性を指定します。

詳細を入力したら、 [計画と編集 ]ボタンをクリックして、次に進みます。

4. テストスイートで [スイート実行 ]タブを選択します。すべてのスイート実行が一覧表
示されます。

5. スイート実行のリストで、計画済みの実行のリンクをクリックします。スイート実行の
詳細が表示されます。

6. スイート実行で [実行 ]タブをクリックします。スイートに含まれるテストがすべて一覧
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表示されます。

7. 所有者と属性を割り当てます。テスト実行のリストで、テストに関連するユーザーを [実
行者 ]で指定し、テストを実行する環境を [環境 ]で指定します。

[環境 ]は、情報ラベルです。ALM Octaneは、テストを実行する環境の選択や検出
は行いません。

ヒント : コンテキストメニューの [一括更新 ]オプションを使用し、複数のテスト実

行を更新します。

テストの割り当てがすべて完了すると、 [実行 ]タブに更新されたリストが表示されま
す。

テスト実行の所有者に割り当ての通知が送信され、ALM Octaneの [自分の作業 ]
領域に表示されます。

ヒント :スイート実行でテストを2回実行する場合は、 [実行 ]タブでテストを選

択し、 [重複実行 ]ボタン をクリックします。ALM Octaneは、同じテストをテ

ストリストに追加します。

8. テストを実行します。割り当てられたそれぞれの所有者が、通常の手順でテストを実
行します。詳細については、「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)を参
照してください。

所有者は、次のいずれかのモジュールからテストを実行します。
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自分の作業モ

ジュール

ALM Octaneは、割り当て済みの各実行に、スイート実行の名
前と各テストへのリンクを含むラベルを表示します。

テストを選択し、自分の作業モジュールの右側のペインで [テスト

の実行 ]をクリックすると、テスト実行が開始します。

ヒント :スイート内のテストがすべて同じユーザーに割り当

てられている場合、自分の作業にスイート実行として表

示されます。スイートを選択し、右側のペインで [スイート

の実行 ]をクリックします。

バックログまた

は品質モジュー

ル

スイート実行の [詳細 ]タブまたは [実行 ]タブで、 [スイート実行の

計画 ] ボタン をクリックします。

割り当てられていないテストがある場合は、割り当て済みのテス
トと割り当てられていないテストを一緒に実行するか、テストス
イート内のテストをすべて実行するかを選択します。

テスト実行を一時停止する必要がある場合は、 [詳細 ]タブのツールバーにある [実
行の継続 ]ボタンをクリックするか、テストスイートにある [スイート実行 ]タブの [実行 ]タ
ブをクリックしてテスト実行を再開します。

スイート実行結果の表示

スイートテストを実行すると、ALM Octaneは実行結果を1つのレポートにまとめます。

スイート実行結果を表示するには、次の手順を実行します。

1. テストスイートで [スイート実行 ]タブをクリックします。

2. スイート実行のリストで、表示するスイート実行のリンクをクリックします。

3. スイート実行インスタンスで、 [実行 ]タブをクリックします。テスト実行がすべて一覧表
示されます。

4. [実行 ]タブにある [レポート ]タブをクリックします。スイート実行レポートが表示されま
す。
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スクロールまたはリンクをクリックすると、スイート内の個々のテストと、各テスト内のス
テップが表示されます。

このレポートでは、テスト実行が作成された時点での各テストのフェーズも示されま
す。

参照情報 :
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)
l 「テストスイートの作成」(270ページ)

テストスクリプトのバージョンの使用
ALM Octaneは、ネイティブバージョン管理を使用して、保存されたすべてのテストバー
ジョンを追跡します。

このトピックの内容 :

l 「テストバージョンの保存」(283ページ)
l 「バージョンの表示」(284ページ)
l 「前のバージョンに戻す」(284ページ)
l 「バージョンの比較」(285ページ)
l 「バージョンに割り当てられたリリースの管理」(285ページ)

テストバージョンの保存

ALM Octaneでは、さまざまなタイプのテストバージョンを使用します。

l ラベルなしのバージョン:ユーザーが名前を付けていないバージョン。テストの保存時に名
前を入力しないと、ALM Octaneはテストを保存するたびに新しいテストバージョンを
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作成します。自動化されたGherkinテストについては、スクリプトバージョンを外部ソー
スから取得した日時を示します。

l ラベル付きのバージョン:ユーザーが名前を付けたバージョン。

ラベル付きのバージョンを作成するには、次の手順を実行します。

1. [ステップ]タブ (手動テスト )または [スクリプト ]タブ (Gherkinテスト )で変更を行った
後、 [バージョンの保存 ]をクリックします。

2. ラベルを入力して、 [保存 ]をクリックします。

バージョンの表示

バージョンの表示は、バージョンの比較などで利用すると便利です。

テストのバージョンを表示するには、次の手順を実行します。

1. テストの [ステップ]タブ (手動テスト )または [スクリプト ]タブ (Gherkinテスト )で、 [バージョ

ン]をクリックします。 [バージョン]ウィンドウが開きます。

2. ALM Octaneの標準設定では、名前付きバージョンのみが表示されます。すべての
バージョンを表示するには、 [メジャーバージョンのみを表示する]をオフにします。

3. 各バージョンを調べます。

たとえば、自動化されたGherkinテストの場合、スクリプトバージョンを外部ソースか
ら取得したかどうかがわかります。 [リビジョン]カラムで、右側の3番目の数字に関連
する番号が表示され、 [外部 ]カラムに [はい]と表示されます。

前のバージョンに戻す

時には、古いバージョンのスクリプトに戻すことが必要になる場合があります。

以前のバージョンのスクリプトに戻すには、次の手順を実行します。

1. テストの [ステップ]タブ (手動テスト )または [スクリプト ]タブ (Gherkinテスト )で、 [バージョ

ン]をクリックします。 [バージョン]ウィンドウが開きます。

2. バージョンを選択し、 [最新バージョンとして設定 ]をクリックします。

これにより、選択したバージョンと同じ内容を持つ新しいバージョンが作成されま
す。この新しいバージョンが、最新のバージョンとなります。ALM Octaneは、現在の
テストスクリプトを破棄します。

[バージョン]ウィンドウが閉じ、テストに戻ります。

次に [バージョン]ウィンドウを開くと、 [次のバージョンに戻す]と前のバージョンに戻した
日付と時刻が、最新バージョンとして表示されます。
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バージョンの比較

テストバージョンの比較では、バージョン間で変更された箇所が確認できます。

テストバージョンを比較するには、次の手順を実行します。

1. [ステップ]タブ (手動テスト )または [スクリプト ]タブ (Gherkinテスト )で、 [バージョン]をク
リックします。 [バージョン]ウィンドウが開きます。

2. 比較するバージョンの1つを選択します。

3. [比較 ]をクリックします。 [比較 ]ウィンドウが開きます。選択したバージョンが並べて表
示されます。

バージョン間の相違点が黄色で強調表示されます。

バージョンに割り当てられたリリースの管理

テストを実行する際に、ALM Octaneは、実行の詳細で割り当てられたリリースに関連
付けられたスクリプトバージョンを選択します。関連付けに誤りがある場合やバージョンを
実行せずに関連付けたい場合には、関連付けを編集します。

これは、以前のリリースのテストを計画または実行する場合に便利です。以前のリリース
に関連付けられたスクリプトバージョンを、後で変更を加えることなく使用します。

特定のリリースにバージョンを割り当てるには、次の手順を実行します。

1. [ステップ]タブ (手動テスト )または [スクリプト ]タブ (Gherkinテスト )で、 [バージョン]をク
リックします。 [バージョン]ダイアログボックスが表示されます。

2. [リリース]カラムで必要な行をクリックし、ドロップダウンリストからリリースを選択します。
オートコンプリート機能付きの検索ボックスに数値を入力して、リリースを検索できま
す。

参照情報 :
l 「手動テストの作成」(252ページ)
l 「Gherkinテストの作成」(257ページ)
l 「手動テストとGherkinテストの実行」(273ページ)

Gherkinテストの自動化
ALM Octane Gherkinテストでは、テストを自動化プロジェクトに追加して、CIサーバービ
ルドで実行します。

このトピックの内容:
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l 「Gherkin自動化プロセス」(286ページ)
l 「前提条件」(287ページ)
l 「Gherkinテストの作成およびダウンロード」(287ページ)
l 「OctaneCucumberランナークラスの自動化プロジェクトへの追加」(287ページ)
l 「Jenkinsでのビルドジョブの作成」(288ページ)
l 「ビルドジョブのパイプラインへの追加」(289ページ)
l 「パイプラインの実行」(289ページ)

Gherkin自動化プロセス

Gherkinテストの自動化では、以下のいくつかのコンポーネントを使用します。

コンポーネント 目的

ALM Octane テストとテストスクリプトを作成して保存し、結果を分析します

使用するIDE JUnit Runner自動化プロジェクトに含まれている.featureファイル
を介してテストの自動化を追加します

Jenkins CIシステ
ム

ビルド /パイプライン実行の一環としてテストを実行します

プロセス全体が次のフローに従います。
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前提条件

l HPE Application Automation Tools JenkinsプラグインがCIサーバー上でインストール
および設定されていることを確認します。詳細については、「ALM Octane CIプラグイ
ンのCIサーバーへのインストールと設定」(569ページ)を参照してください。

l 自動化プロジェクトがCucumberプロジェクトとしてセットアップされていることを確認し
ます。

Gherkinテストの作成およびダウンロード

IDEでGherkinテストを実行するには、テストを作成する必要があります。

テストを作成およびダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. ALM Octaneで、必要に応じてシナリオを作成し、Gherkinテストに追加します。詳
細については、「Gherkinテストの作成」(257ページ)を参照してください。

2. テストの [スクリプト ]タブで、 [スクリプトのダウンロード ]ボタンをクリックします 。

スクリプトは.featureファイルとしてダウンロードされます。

3. .featureファイルを自動化プロジェクトに追加します。

OctaneCucumberランナークラスの自動化プロジェクトへの追
加

CIサーバーがALM Octaneに送信するCucumberベースのテスト結果ファイルを生成する
には、octane-cucumber-jvmライブラリを自動化プロジェクトに追加し、
OctaneCucumberクラスをテストクラスのテストランナーとして使用します。

octane-cucumber-jvmライブラリの使用はJava環境のみでサポートされます。

Cucumberクラスを追加するには、次の手順を実行します。

1. プロジェクトで、この依存関係を次のようにPOMファイルに追加します。

<dependencies>
<dependency>

<groupId>com.hpe.alm.octane</groupId>
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<artifactId>octane-cucumber-jvm</artifactId>
<version>12.53.22</version>

</dependency>
</dependencies>

使用しているALM Octaneのバージョンに基づき、<version>タグを入力します。

ALM Octaneバージョン <version> タグ

ALM Octaneバージョン12.53.8～12.53.15 12.53.8

ALM Octaneバージョン12.53.16～12.53.18 12.53.16

ALM Octaneバージョン12.53.19～12.53.21 12.53.19

ALM Octaneバージョン12.53.22以降 12.53.22

2. JUnit Runnerの.javaファイルで、Octane Cucumberランナークラスをインポートしま
す。

import com.hpe.alm.octane.OctaneCucumber;

3. JUnit Runnerの.javaファイルで、cucumber.classをOctaneCucumber.classに変更
します。

Package feature.manualRunner;

import com.hpe.alm.octane.OctaneCucumber;
import cucumber.api.CucumberOptions;
import org.junit.runner.RunWith;

@RunWith(OctaneCucumber.class)
@CucumberOptions(plugin={"junit:junitResult.xml"},

features="src/test/resources/feature/manualRunner")
public class ManualRunnerTest{

}

Jenkinsでのビルドジョブの作成

Jenkinsビルドジョブ設定で、テストを実行するビルドステップを追加します。

ポストビルドアクションのセクションで、HPE Octane Cucumber test reporterステップを追
加します。

注: HPE Octane Cucumber test reporterステップを追加した場合、CIサーバーは
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Gherkinテスト結果のみをOctaneに送信します。その他の自動テストからのテスト

結果はビルドの一部として送信されません。

ポストビルドアクションは、テスト結果のXMLファイルを、ポストビルドアクションで指定する
パスからJenkinsジョブビルドフォルダーにコピーするように、Jenkinsに指示します。このビ
ルドフォルダーから、結果がALM Octaneにコピーされます。

CIサーバーでのテスト実行中に、OctaneCucumberランナーは、gherkin_resultsという
専用フォルダーに<test name>_OctaneGherkinResults.xmlという名前の実行結果レ
ポートを生成します。

注:バージョン12.53.19以前のoctane-cucumber-jvmライブラリを使用している場

合、結果ファイルの名前はOctaneGherkinResults.xmlです。

ポストビルドCucumberテストレポートステップが失敗した場合、CIサーバーではビルド全
体が不合格となります。

ビルドジョブのパイプラインへの追加

テストを実行するビルドプロジェクトまたはビルドジョブがALM Octaneパイプラインに含ま
れていることを確認します。パイプラインを実行すると、Jenkinsはテスト結果を生成しま
す。HPE Application Automation Toolsプラグインは結果ファイルを読み込み、その詳
細をALM Octaneに送信します。

パイプラインの作成と操作の詳細については、「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
を参照してください。

パイプラインの実行

結果をALM Octaneに送信するには、対応するパイプラインを実行する必要がありま
す。

パイプラインを実行するには、次の手順を実行します。

1. ALM OctaneまたはCIサーバーでパイプラインを実行します。

ALM Octaneは、テスト結果を元のGherkinテストにリンクします。ALM Octane
は.featureファイルおよびALM Octane内のスクリプトの先頭にあるテスト IDタグを使
用します。ALM Octaneは、以下の基準を使用してテストを割り当てます。

l テストがすでにALM Octaneに存在し、テスト IDタグが.featureファイルに含まれて
いる場合、ALM Octaneはテスト IDタグによってマッピングを行います。

l テスト IDが.featureファイルに含まれていない場合、ALM Octaneは.featureスクリ
プトのパスによってマッピングを行います。
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l テストがALM Octaneに存在しない場合、システムはALM Octaneに新規テストを
作成し、そこに結果をマッピングします。

2. 結果をALM Octaneで分析します。

次のステップ
l 「ALM Octaneからのパイプラインの実行」(175ページ)
l 「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)

自動テストの追加
ALM Octaneでは、自動テストエンティティは外部ツールからのテストを表しています。これ
らのテストを追加して、その他の手動テストとともにこれらのテストを表示します。

このトピックの内容:

l 「ALM Octaneに自動テストを追加するさまざまな方法」(290ページ)
l 「ALM Octaneでテスト実行結果から自動テストとテスト実行エンティティを作成する
方法」(291ページ)

l 「Gitに保存された自動UFTテストの追加」(292ページ)
l 「ALM Octaneパイプライン内のテスト実行からの自動テストの追加 」(292ページ)
l 「外部のテスト実行からの自動テストの追加」(293ページ)
l 「アプリケーションモジュールとバックログ項目へのテストの割り当て」(293ページ)

ALM Octaneに自動テストを追加するさまざまな方法

自動テストは通常、JenkinsやTeamCityなどのCIサーバーや自動化サーバー、または
ALMによって実行されます。

ALM Octaneでは、自動テストにUFTを使用する場合、UFTテストに直接基づいた実行

可能な自動テストエンティティを作成することができます。詳細については、「Gitに保存さ
れた自動UFTテストの追加」(292ページ)を参照してください。

自動テストをALM Octaneに追加するその他の方法では、テスト実行結果を基にしてい
ます。詳細については、「ALM Octaneでテスト実行結果から自動テストとテスト実行エ
ンティティを作成する方法」(291ページ)を参照してください。

ALM Octaneがテスト結果を受け取るには、次のいずれかを行います。

l パイプラインの使用 (「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」(167ページ)を
参照 )。

l テスト結果収集ツールの使用 (「ALM Octaneへの自動テスト実行結果の送信」
(294ページ)を参照 )。

l ALM Octane REST API (Developer Helpで、自動テスト結果のALM Octaneへの
追加に関する情報を参照 )。
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ALM Octaneでテスト実行結果から自動テストとテスト実行エ
ンティティを作成する方法

ALM Octaneは、パイプライン、テスト結果収集ツール、またはAPIから自動テスト実行
結果を受け取ります。ALM Octaneは、テスト実行結果に関連する自動テストエンティ
ティを作成し、その結果をテスト実行エンティティとしてテストに追加します。

関連する自動テストがすでに存在する場合、ALM Octaneはその結果をテスト実行とし
てテストに追加します。

各テストに対して、ALM Octaneはテスト環境ごとに1つの実行の結果を保存します。同
じ環境設定でテストを再実行すると、古い結果は新しい結果によって上書きされま
す。

テストが異なる設定で実行された場合、結果はそのテストの新規テスト実行エンティ
ティに保存されます。

ALM Octaneでは、前回の実行に関する基本情報は、テスト実行の [前回の実行 ]タ
ブ、ダッシュボードトレンドウィジェットで保持および表示されます。実行が失敗した場合
は、パイプラインの [失敗分析 ]タブに保持および表示されます。

ALM Octaneが自動テストを一意に識別する方法

ALM Octaneは、次のフィールドの一意の組み合わせで各テストを識別します: コンポーネ

ント、パッケージ、クラス、名前。

ALM Octaneはテスト実行を受け取ると、これらの属性を確認してテスト実行を特定の
テストに関連付けます。既存のテストに一致するものがない場合、ALM Octaneにより
自動テストのエンティティが新規に作成されます。

ALM Octaneがテスト実行を一意に識別する方法

各テストには複数のテスト実行を関連付けることができます。各テスト実行は、テスト、
環境、パイプライン、およびパイプラインステップで一意に識別されます。これらはテストの過

去の実行です。

ALM Octaneは、これらの属性の一意の組み合わせごとに1つの前回の実行の詳細を保
存します。前回の実行ごとに、テストの前回の実行の履歴が増えていきます。

たとえば、ChromeとFirefoxで2つの異なるリリースでテストを実行した場合、このテストに
は4つの過去の実行が存在することになります。

ALM OctaneでGherkin自動テストを一意に識別する方法

ALM Octaneは、Gherkinテストのスクリプト機能のタグを使ってALM Octane内の各
Gherkinテストを識別します (タグが存在する場合 )。タグが存在するのは、そのGherkin
テストをいずれかの時点でALM Octaneからダウンロードした場合です。スクリプトには、
次のようなテスト IDとリビジョンから成るタグが含まれています:@TID4002REV0.2.0
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ALM OctaneはGherkinテスト実行を受け取ると、これらの属性を確認して実行を特定
のGherkinテストに関連付けます。既存のGherkinテストに一致するものがない場合、
ALM OctaneによりGherkin自動テストのエンティティが新規に作成されます。

ALM OctaneがGherkinテスト実行を一意に識別する方法

各Gherkinテストには複数のテスト実行を関連付けることができます。各テスト実行は、
テスト (タグまたはパスで一意に識別 )、リリース、および環境で一意に識別されます。これ
らはGherkinテストの過去の実行です。

ALM Octaneは、これらの属性の一意の組み合わせごとに1つの前回の実行の詳細を保
存します。前回の実行ごとに、テストの前回の実行の履歴が増えていきます。

たとえば、ChromeとFirefoxで2つの異なるリリースでGherkinテストを実行した場合、この
Gherkinテストには4つの過去の実行が存在することになります。

ヒント :パイプラインを使用する場合、テストを実行するパイプラインステップを設定

することで、テストの環境を設定します。詳細については、「ジョブタイプに基づくス

テップのラベル付け」(184ページ)を参照してください。

Gitに保存された自動UFTテストの追加

DevOps管理者の権限が必要です。

自動テストにUFTを使用する場合、Gitにテストを保存して、UFTとの統合をセットアップ
することができます。これにより、テスト実行にかかわりなく、保存したUFTテストをすぐに
ALM Octaneに反映させることができます。詳細については、「UFT統合のセットアップ」
(583ページ)を参照してください。

ALM Octaneは、Gitリポジトリ内のUFTテストに基づき、実行可能な自動テストエンティティ
を作成します。これらのUFTテストは、テストスイートの一部として、ALM Octaneから実
行することができます。詳細については、「テストスイートの一部としてのUFTテストの実
行」(300ページ)を参照してください。

ALM Octaneパイプライン内のテスト実行からの自動テストの
追加

DevOps管理者の権限が必要です。

1. 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
2. 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
3. テストを含むパイプラインを実行します。テスト実行結果がALM Octaneに送信され
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ます。ALM Octaneは、これらの結果に関連付けられた自動テストエンティティを作
成または更新します。

外部のテスト実行からの自動テストの追加

ALMまたはALM Octaneと統合されていないCIサーバー上で自動テストを実行する場
合、ALM Octane APIまたはテスト結果収集ツールを使用して、自動テスト実行結果
をALM Octaneに送信します。

ALM Octaneは、これらの結果に関連付けられた自動テストエンティティを作成または更
新します。

詳細については、「ALM Octaneへの自動テスト実行結果の送信」(294ページ)を参照
してください。

アプリケーションモジュールとバックログ項目へのテストの割り当
て

ALM Octaneで自動テストをアプリケーションモジュールとバックログ項目に割り当てると、
コンテキスト内でテスト結果を表示できます。これらのテスト結果を使用して、リリースとプ
ロダクトの進行状況と品質を分析できます。

自動テストに所有者を割り当てると、問題をすばやく解決するのに役立ちます。テスト
実行の失敗時にテスト所有者に通知するようにパイプラインを設定することができま
す。

アプリケーションモジュールの定義またはプロダクトバックログの作成の詳細については、
「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)および「プロダクトバックログの作
成」(114ページ)を参照してください。

テストを手動で割り当てるには、次の手順を実行します。

1. ALM Octaneの [テスト ]タブ (品質またはバックログモジュールの項目 )で、テストのリン
クをクリックして開きます。

2. [バックログカバレッジ]フィールドで、関連するバックログ項目を選択します。

3. [アプリケーションモジュール]フィールドで、関連するアプリケーションモジュールを選択し
ます。

4. [所有者 ]フィールドで、関連するユーザーを選択します。

複数のテストを手動で割り当てるには、次の手順を実行します。

1. ALM Octaneの [テスト ]タブで、関連するテストを選択します。

2. 次のいずれかを行います。

l [アプリケーションモジュールに割り当て]をクリックし、関連するアプリケーションモ
ジュールを選択します。
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l 右クリックし、 [一括更新 ]を選択します。 [フィールドの選択 ]をクリックして、 [アプリケー

ションモジュール]または [所有者 ]を選択し、関連する値を適用します。

自動テストを自動的に割り当てるルールをセットアップするには、次の手
順を実行します。

DevOps管理者の権限が必要です。

[DevOps] > [テスト割り当てルール]設定ページで、指定するフィルターと一致する自動テ
ストを特定のアプリケーションモジュールに割り当てるルールをセットアップします。

ヒント :同じルールを用いて所有者を自動テストに割り当てることで、問題の解決

を速めることができます。

ルールを保存すると、フィルターと一致するすべての現在および将来の自動テストが、選
択したアプリケーションモジュールとテスト所有者に割り当てられます。これには、現在シ
ステムに存在するテストと、今後検出される新しい自動テストが含まれます。

詳細については、「テスト割り当てルールの作成と管理」(579ページ)を参照してくださ
い。

また、バックログまたは品質モジュールからテスト割り当てルールを作成することもできま
す。詳細については、「自動テストを割り当てるルールの作成」(159ページ)を参照してく
ださい。

次のステップ
l 「自動テストを割り当てるルールの作成」(159ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)
l 「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)
l 「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)
l 「リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分析」(309ページ)

ALM Octaneへの自動テスト実行結果の送信

CIサーバーを使用していない場合でも、自動テスト結果をALM Octaneに取り込みま
す。

ALM Octaneがテスト結果を受信すると、その結果から自動テストとテスト実行エンティ
ティを作成します。詳細については、「ALM Octaneでテスト実行結果から自動テストと
テスト実行エンティティを作成する方法」(291ページ)を参照してください。

このトピックの内容:
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l 「APIアクセスのセットアップ」(295ページ)
l 「テスト結果の準備」(295ページ)
l 「ALM Octaneにテスト結果を送信する方法の決定」(296ページ)
l 「テスト結果収集ツールのダウンロード」(296ページ)
l 「ALM Octaneへの結果のプッシュ」(296ページ)
l 「ALM Octaneへの自動テスト実行結果の送信」(294ページ)

APIアクセスのセットアップ

DevOps管理者の権限が必要です。

ALMテスト結果収集ツールが結果をALM Octaneに送信するか、ユーザーがALM
Octane UI経由で結果を送信するには、サーバーへのアクセス許可を得る必要がありま
す。ALM Octaneは、APIアクセスキーを使用してこのアクセス許可を付与します。

APIアクセスのセットアップの詳細については，「APIアクセスのセットアップ」(457ページ)を
参照してください。

テスト結果の準備

自動テスト結果を妥当なXMLファイルに保存します。次のいずれかのフォーマットを使用
します。

JUnitテスト結

果XMLファイル

JUnitテストで使用されるXMLスキーマを使用します。

完全なXMLスキーマを確認するには、
https://github.com/windyroad/JUnit-Schemaを参照してください。
スキーマ要素の説明については、
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSQ2R2_
9.5.0/com.ibm.rsar.analysis.codereview.cobol.doc/topics/cac_
useresults_junit.html を参照してください。

テスト結果をALM Octaneエンティティに関連付けるには、個別の設
定ファイル内で、またはテスト結果収集ツールのコマンドラインオプ
ションを使用して、テストに関する追加情報 (テストタイプ、環境の
詳細、リリースなど)を追加します。詳細については、ツールの
Readmeを参照してください。

API要件を使

用したXMLファ

イル

より複雑なケースの場合、ALM Octaneテスト結果APIに従って、
XMLファイルを準備します。

例については、「テスト結果XMLの例」(298ページ)を参照してくださ
い。
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ALMOctaneにテスト結果を送信する方法の決定

次のいずれかの方法を使用します。

テスト結果収集

ツール

このツールは、XMLファイルに保存した自動テスト結果をALM
Octaneに送信します。これらのテスト結果は任意の場所に保存で
きます。

このツールでは、認証のためにALM Octaneのユーザー名とパスワー
ドが必要になります。

ALMテスト結果

収集ツール

ALMから直接テスト結果を取得し、ALM Octaneに送信します。
結果を取得する必要があるテスト実行を指定するフィルターを定
義してください。

このツールでは、ALMのドメインとプロジェクトに関する接続情報、お
よびユーザー名、パスワード、ALM Octane APIアクセスを必要としま
す。

ALMの12.*バージョンをサポートします。手動、UFT、LeanFT (UFT
Pro)、およびBPTテストを含むALMテストタイプのテスト結果を送信
します。

ALM
OctaneAPIの
使用

テスト結果収集ツールを使用せずに、REST APIの呼び出しを使
用して、テスト結果をALM Octaneに送信します。

詳細については、Developer Helpで、ALM Octaneへの自動テスト
結果の追加に関する情報を参照してください。

テスト結果収集ツールのダウンロード

DevOps管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [CIサーバー]を選択します。

3. リンクをクリックして、テスト結果収集ツールまたはALMテスト結果収集ツールをダウ
ンロードします。

ダウンロードしたファイルを任意のディレクトリに保存します。

4. ダウンロードしたファイルを解凍し、必要なディレクトリに移動します。

ALMOctaneへの結果のプッシュ

ALMサーバーの外部、またはALMサーバー上に保存したテスト結果をプッシュするには、
コマンドラインを使用して、テスト結果収集ツールを実行します。このツールのコマンドラ
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インオプションでは、必要な結果、メタデータ、設定オプションをコマンドラインの一部とし
て、または個別の設定ファイルで提供することができます。

詳細については、次のReadmeファイルを参照してください。

l テスト結果収集ツール: https://github.com/MicroFocus/octane-collection-
tool/blob/master/test-result-collection-
tool/src/main/assemblies/content/readme.txt

l ALMテスト結果収集ツール: https://github.com/MicroFocus/octane-collection-
tool/blob/master/alm-test-result-collection-
tool/src/main/assemblies/content/readme.txt

ALMOctaneでのテスト結果の追跡

ALM Octane内では、テスト結果を確認するために利用できる多くのフィールドがありま
す。これらのフィールドをモジュールグリッドまたはダッシュボードグラフに追加します。

テスト結果を追跡するには、次の手順を実行します。

1. バックログまたは品質モジュールで、テストツールタイプのカラムを追加します。標準
設定では、このカラムはマニュアルランナー、Selenium、UFT、LeanFT (UFT Pro)、
StormRunner Load、SoapUI、Protractor、LoadRunner、Performance Centerか
らのテストをレポートします。

これらのテストツールからの結果を確認するには、それぞれに応じてグリッドを絞り込
んだり、並べ替えたりします。

2. ダッシュボードグリッドでは、テストツールタイプの属性別にフィルターを適用します。
ALM Octaneでは、各テストツールタイプによってグラフがソートされ、テストが表示さ
れます。

3. ALMからプッシュされるテストに対しては、バックログおよび品質モジュールのコンポー

ネント、パッケージおよびクラス名カラムを使用します。これらのカラムはそれぞれ、ALM
から取得したテスト結果であることを識別するために、マークされます。

さらに、ALM Octaneのテスト名には、それがALMのテストであることを示すために、
識別子が追加されます。

4. テスト結果がALM Octaneに保存されたら、取得したテスト結果を関連アプリケー
ションモジュールとALM Octaneユーザーに割り当てるためのテスト割り当てルールを
セットアップします。詳細については、「テスト割り当てルールの作成と管理」(579
ページ)を参照してください。

参照情報 :
l 「自動テストの追加」(290ページ)
l 「テスト結果XMLの例」(298ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)
l 「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)

ALMOctaneユーザーガイド

テスト

ALM Octane (12.55.17) 297 / 628ページ

https://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txt
https://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txt
https://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txt
https://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/alm-test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txthttps://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/alm-test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txt
https://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/alm-test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txthttps://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/alm-test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txt
https://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/alm-test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txthttps://github.com/MicroFocus/octane-collection-tool/blob/master/alm-test-result-collection-tool/src/main/assemblies/content/readme.txt


テスト結果XMLの例

DevOps管理者の権限が必要です。

このサンプルXMLは、テスト結果収集ツールを使用して自動テスト結果をALM Octane
に送信する際に必要な形式を示します。

このツールのセットアップの詳細については、「ALM Octaneへの自動テスト実行結果の
送信」(294ページ)を参照してください。

このXMLに使用する構造の詳細については、ALM Octane APIを使用した次のような
GET操作を使用して、ペイロードのXSDスキーマを取得します。GET .../api/shared_
spaces/<shared_space_id>/workspaces/<workspace_id>/test-results/xsd

詳細については、Developer Helpにあるテスト結果を参照してください。

サンプルXML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<test_result>

<build build_id="31" job_id="Test-REST" server_id="12345678"/>
<test_runs>

        <test_run started="STARTED_TS" status="Skipped" duration="14"
name="bandTestA" class="BandTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
        <test_run started="STARTED_TS" status="Passed" duration="0"
name="bandTestB" class="BandTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
        <test_run started="STARTED_TS" status="Passed" duration="1"
name="bandTestC" class="BandTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
        <test_run started="STARTED_TS" status="Passed" duration="1"
name="bandTestD" class="BandTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
        <test_run started="STARTED_TS" status="Passed" duration="0"
name="bandTestE" class="BandTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
        <test_run started="STARTED_TS" status="Passed" duration="1"
name="always_true_A" class="CalcsTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
        <test_run started="STARTED_TS" status="Passed" duration="1"
name="always_true_B" class="CalcsTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
        <test_run started="STARTED_TS" status="Passed" duration="1"
name="always_true_C" class="CalcsTest" package="com.mycomp.devops.demoapp"
module="webapp"/>
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    </test_runs>
</test_result>

ALM Octaneからの自動テストの実行
ALM Octaneでは、ほとんどの自動テストはCI/CDパイプラインの一部として実行されま
す。UFT統合を使用して検出されたUFTテストは、テストスイートの一部として実行さ
れます。

テストは自動化ツールで実行され、結果はALM Octaneに送信されます。

l パイプラインを使用する場合は、JenkinsやTeamCityなどのCIサーバーが自動テスト
を実行します。

l UFT統合を使用する場合、ALMのラボ管理と同様に、JenkinsはUFTマシンを管理
します。

このトピックの内容:

l 「パイプラインの一部としての自動テストの実行」(299ページ)
l 「テストスイートの一部としてのUFTテストの実行」(300ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)
l 「UFTテスト実行のトラブルシューティング」(301ページ)

パイプラインの一部としての自動テストの実行

CIサーバー統合をセットアップすると、ALM Octaneは、CIサーバー上のパイプラインで実
行される自動テストの結果を受信します。ALM Octaneは、テスト結果に基づいて、関
連する自動テストおよびテスト実行を作成または更新します。詳細については、「CI
サーバーのセットアップ」(565ページ)および「ALM Octaneでテスト実行結果から自動テ
ストとテスト実行エンティティを作成する方法」(291ページ)を参照してください。

ALM Octaneからパイプライン実行をトリガーできますが、テスト実行を個別にトリガーす
ることはできません。

注:サポートされているCIサーバーで自動テストを実行しない場合でも、自動テス

トの実行結果をALM Octaneに送信することが可能です。詳細については、

「ALM Octaneへの自動テスト実行結果の送信」(294ページ)を参照してくださ

い。

パイプラインの一部として自動テストを実行するには、次の手順を実行します。

1. 前提条件:パイプラインをセットアップして実行すると、ALM Octaneによって自動テス
トが検出されます。
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これにより、CIサーバーとの統合がセットアップされ、ALM Octaneでパイプラインが作
成されて、初回実行が行われます。詳細については、「ALM Octaneパイプライン
内のテスト実行からの自動テストの追加 」(292ページ)を参照してください。

2. 自動テストの再実行:自動テストを再度実行し、更新された結果をALM Octaneに
送信するには、パイプライン全体を実行する必要があります。詳細については、「パ
イプラインの実行と分析」(190ページ)を参照してください。

これにより、パイプラインのステップに含まれる自動テストがすべて実行されます。

3. 実行結果を表示します。バックログまたは品質モジュールで個々の自動テストを開い
て結果を表示するか、パイプラインモジュールを開いてパイプライン内のすべてのテス
トの詳細を表示します。

テストスイートの一部としてのUFTテストの実行

UFT統合をセットアップすると、ALM Octaneはリポジトリで検出したUFTテストとデータ
テーブルを継続的に反映します。したがって、テストスイートにテストを含めることによっ
て、ALM OctaneからのUFTテスト実行を計画およびトリガーできます。詳細について
は、「UFT統合のセットアップ」(583ページ)を参照してください。

テストスイートの一部として自動テストを実行するには、次の手順を実行します。

1. 前提条件: UFTの統合をセットアップすることで、ALM OctaneがUFTテストおよびデータテー

ブルを継続して検出できるようにします。

ALM Octaneは、GUIとAPIのUFTテストを表す実行可能な自動テストを作成しま
す。このテストをテストスイートに含めることで、ALM Octaneからの実行が可能になり
ます。実行可能なのは、この方法で検出されたUFTテストのみです。詳細について
は、「Gitに保存された自動UFTテストの追加」(292ページ)を参照してください。

2. テストスイートに実行可能なUFTテストを追加します。ALM Octaneで品質モジュールま
たはバックログモジュールを開きます。 [テスト ]タブで、1つまたは複数の実行可能な
自動テストをテストスイートに追加します。

テスト実行のパラメーター指定に使用するデータテーブルを、テストごとに指定できま
す。詳細については、「テストスイートの作成」(270ページ)を参照してください。

手動テストと自動テストを組み合わせて、混合スイートを作成することも可能です。

3. テストスイートを計画して実行します。詳細については、「テストスイートの計画と実行」
(279ページ)を参照してください。

4. 実行結果を表示します。

実行結果の説明は、UFTで提供されるレポートに詳しく記載されます。たとえば、
テストの名前、テストが実行されたUFTマシン、実行時間、使用したデータテーブル
とパラメーター、各ステップの成功または失敗の詳細を確認できます。

実行ステータスと実行結果レポートを表示するには、次の手順を実行します。

a. ALMでテストスイートを選択し、 [スイート実行 ]タブを開きます。

b. スイート実行のIDをクリックして、スイート実行を開きます。
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c. スイート実行の [実行 ]タブを開くと、テスト実行がすべて表示されます。

テストの実行中は、実行ステータスが進行中になります。実行が終了すると、結
果はUFTレポートに表示され、ステータスは成功または失敗と表示されます。

テストが終了したにもかかわらず、ステータスが進行中の場合は、実行リストを更

新 してください。

d. テスト実行のIDをクリックすると、テスト実行が開き、詳細な結果が表示されま
す。

e.

テスト実行の右上隅にある [テストツールレポート ]ボタン をクリックすると、UFTレ
ポートが開きます。次の図は、UFTレポートの例です。

UFTテスト実行のトラブルシューティング

ALM Octaneがスイートに含まれる実行可能な自動テストの実行に失敗した場合、次
の手順を実行します。

1. UFTレポートで、テストが失敗した理由の詳細を確認します。

2. UFT統合が正しくセットアップされていることを確認してください。詳細については、
「UFT統合のセットアップ」(583ページ)を参照してください。

3. UFTマシンがログオフ状態でない、またはロックされていないことを確認します。
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ヒント : UFTバージョン14.01をインストールしている場合、切断されたリモート

接続オプションが設定されていれば、コンピューターがロック状態でもUFTテス

トを実行できます。

4. 自動テスト実行の失敗の詳細については、「テスト実行の失敗の検証」(303ペー
ジ)を参照してください。

参照情報 :
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「アプリケーションモジュールへの項目の割り当て」(157ページ)
l 「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)

自動テスト実行結果の分析
自動テスト実行後に、テストレベル、パイプラインレベル、またはテスト実行レベルでその
結果を分析します。

このトピックの内容:

l 「分析内容」(302ページ)
l 「テスト実行の失敗の検証」(303ページ)
l 「パイプラインからのテストの失敗の検証」(305ページ)
l 「外部ツールでのテスト結果の検証」(305ページ)
l 「全体的な自動テスト結果の検証」(305ページ)

分析内容

テスト結果 (成功または失敗 )を検証する際には、次のように多くの検証するべき点が
あります。

l 失敗の根本的原因に関する詳細。

l 特定の実行が失敗したパイプライン実行 /ビルドに関する詳細。

l 過去の実行履歴。実行履歴では、テストが失敗したタイミング、頻度、原因を調
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べ、失敗の原因が常に同じ問題か、または別の原因があるのかを確認します。

l エラーメッセージとタイプ。

テスト実行の失敗の検証

1. バックログ、チームバックログまたは品質モジュールで、 [テスト ]タブを選択します。

ヒント :パイプラインの最新の実行からスキップまたは削除された自動テストを

除外するには、 [最新のパイプライン実行 ]タグを選択します。画面には、手動

テスト、実行可能な自動テスト、パイプラインの最新の実行の一部として実

行された自動テストが表示されます。

新規のパイプライン実行が進行中の場合、以前のパイプライン実行で実行

された一部のテストも含まれます。

2. 特定の自動テストのIDをクリックします。

3. [実行 ]タブを選択します。このタブには、テストが実行された各環境設定につき、1
件のテスト実行エンティティが含まれます。各エンティティには、これらの環境設定で
実行された直前のテストに関する詳細情報、および過去の実行に関する基本情
報が含まれています。

ヒント :失敗した実行の履歴がテストにあるかどうかを確認するには、テスト実

行グリッドで、 [問題 ]カラムを追加します。詳細については、「問題があるテス

トの特定」(225ページ)を参照してください。

4. 特定の失敗したテスト実行のIDをクリックします。

5. [詳細 ]タブで次の操作を実行します。

a. [ビルドステータス]アイコン の上にカーソルを置くと、実行が失敗したビルドとそ
の詳細が表示されます。これには、ビルドが失敗した日時、成功したテストの
数、失敗したテストの数、対応が必要なテストの数などがあります。テストが1つ
でも失敗すると、ビルド全体が失敗とみなされます。

b. 担当者をチェックして、この失敗したテストの調査担当者を確認します。

テストの調査担当者を割り当てると、この割り当てはその後の失敗したテストの
実行にも適用されます。テストに合格すると、その割り当てはクリアされます。

ヒント :割り当てた担当者に電子メール通知を送信するには、パイプライ

ン実行の [失敗分析 ]タブで担当者を割り当てます。詳細については、

「テストの失敗分析の展開」(208ページ)を参照してください。

c. [テストツールレポート ]ボタン をクリックすると、テストを実行したテストツールでレ

ALMOctaneユーザーガイド

テスト

ALM Octane (12.55.17) 303 / 628ページ



ポートが生成されている場合、そのレポートにアクセスできます。

d. [カスタムビルドレポート ] ボタンをクリックすると、CIサーバーその他に保存されて
いるビルドレポートが開きます。

このリンクは、DevOps管理者がそのようなリンクのテンプレートをパイプラインス
テップで設定している場合に表示されます。詳細については、「パイプラインのス
テップのラベル付けと設定」(183ページ)を参照してください。

e. [パイプラインリンク]をクリックすると、パイプラインとそのパイプラインの特定の実行
(#でマークされている)に移動します。

ヒント : [パイプラインリンク]カラムをグリッドに追加するには、 [カラムの選択 ]

ボタンを使用します。

6. [エラー情報 ]セクションでは、エラーメッセージ、エラータイプ、エラーの詳細が表示されま
す。 [エラー情報 ]フィールドには、テスト実行が失敗しないとデータが表示されませ
ん。エラーの詳細が途中で途切れている場合は、 [すべての詳細の表示 ]をクリックす
ると新しいタブが開き、全体が表示されます。

テストが失敗すると、失敗の原因 (スタックトレース)がサーバーに送信されます。こ
れにより、ALM Octaneユーザーは原因をすぐに確認できます。

7. [詳細 ]タブの右上で、 [<ソース>で表示 ]をクリックすると、CIサーバーのテスト結果が
表示されます。

8. [前回の実行 ]タブで次の操作を実行します。

a. テスト実行の履歴とそれに関連するビルドの失敗とエラー情報が表示されま
す。これには、メッセージ、例外、スタックトレースなどがあります。

b. 失敗やエラーの条件を指定することにより、実行履歴にフィルターを適用できま
す。たとえば、実行ステータスによるフィルターを適用し、失敗した実行のみを表
示することにより、問題のある実行をすぐに特定でき、修正することが可能にな
ります。また、期間、ビルドステータス、エラーメッセージの文字列、例外、スタック
トレースをフィルター条件に指定することも可能です。

c. 前の実行のツールヒントを表示し、 [テストツールレポート ]リンクをクリックすると、こ
の実行で外部システムのレポートが生成されている場合、そのレポートにアクセ
スできます。
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d. [パイプラインリンク]をクリックすると、パイプライン実行 (#でマークされている)とその
パイプラインに移動します。

9. [不具合のレポート ]をクリックして、この実行に基づく不具合を作成できます。

パイプラインからのテストの失敗の検証

パイプラインレベルの分析では、パイプライン実行の [失敗分析 ]タブを使用します。詳
細については、「失敗したテスト実行の詳細」(204ページ)を参照してください。

外部ツールでのテスト結果の検証

StormRunner Loadテストでは、 [テスト ]タブで [テストツールレポート ]ボタンをクリックして、
詳細なStormRunner Loadレポートを開きます。

全体的な自動テスト結果の検証

1つのテストの実行結果を検証するほかに、すべての自動テスト結果の全体的なステー
タスを表示することもできます。

複数の自動テスト実行の結果を分析するには、次の手順を実行しま
す。

1. ALM Octaneが自動実行の結果とテストを検出し、作成したことを確認します。詳
細については、「自動テストの追加」(290ページ)を参照してください。

2. 次の場所から実行結果にアクセスします。

バックログおよび

品質モジュールの

ダッシュボードま

たは概要タブ

テスト実行結果を介して品質を評価するために使用される
ダッシュボードウィジェットを使用します。

これらのグラフの [スコープ]タブで、自動実行の値が付いたサブタ

イプ属性を使用してフィルターを追加してください。

さらに、特定のパイプライン、特定のパッケージ、コンポーネントまた
はクラスからの自動テストを表示するためにフィルターを追加しま
す。
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パイプラインモ

ジュール:
パイプラインモジュールのメインページには、そのパイプラインに
含まれるすべての自動テストに関するパイプラインごとの情報が
表示されます。これには、失敗したテスト、最近の実行で問
題があるテストなどを含むアプリケーションモジュールに関する情
報が含まれます。

この情報を使用して、パイプラインごとの自動テスト実行を分
離し、これらの実行をプロダクトのビルドの一部として表示しま
す。

参照情報 :
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)
l 「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)

不具合の管理
アプリケーションの開発時には、不具合のレポート、監視、および修正が不可欠です。
ALM Octaneでは、複数の方法で不具合をレポートして修正できます。

このトピックの内容:

l 「不具合のレポート」(306ページ)
l 「不具合の追跡と分析」(307ページ)
l 「別のワークスペースへの不具合のコピー」(307ページ)

不具合のレポート
不具合はさまざまな場所でレポートできます。

不具合をレポートするには:

場所 方法

バックログ、品
質、または不
具合モジュー
ル

ツールバーで、追加ボタン + の横にあるドロップダウン矢印から、 [不
具合 ]を選択します。

バックログツリーでいずれかの項目を選択すると、ALM Octaneによ
り、 [エピック]または [フィーチャー]フィールドに選択した項目が入力さ
れます。どちらかのフィールド値を空白のままにした場合、ALM
Octaneにより不具合がバックログフィーチャーに割り当てられます。
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場所 方法

ユーザーストー
リーまたはテス
ト内 (テスト実
行後 )

ユーザーストーリー、品質ストーリー、またはテストの [詳細 ]タブで、

[不具合のレポート ]ボタン をクリックします。

ALM Octaneにより、現在の項目のフィーチャーに不具合が関連付
けられます。

手動テストの
実行中 をクリックし、次に [新規不具合の追加 ]をクリックします。

パイプラインの
最新の実行の
[失敗分析 ]タ
ブ

パイプラインの最新の実行に失敗したテストが含まれる場合、パイ
プラインモジュールでパイプライン実行を開き、 [失敗分析 ]タブを選択
します。

1. 1つ以上の自動テスト実行を選択します。

2. [不具合のレポート ]をクリックします。

ALM Octaneにより、新しい不具合が選択された実行にリンクされ、
関連するパイプライン実行の [失敗分析 ]ページへのリンクが記載さ
れます。

不具合の追跡と分析
次のようにして、バックログ項目などの不具合を監視します。

l フィルターを追加して関連する不具合を表示します。

l ダッシュボードモジュールまたは [概要 ]タブで不具合の進行状況を追跡します。

l フィーチャー、ユーザーストーリー、またはアプリケーションモジュールに不具合を関連付
けます。

別のワークスペースへの不具合のコピー
不具合はワークスペース間でコピーすることができます。

別のワークスペースのユーザーに不具合の一部を処理してもらうような場合には、別の
ワークスペースに不具合をコピーするのが便利です。別のワークスペースのユーザー向け
に不具合を作成して、その不具合の修正を確認してから、元のワークスペースで不具
合を閉じることができます。

別のワークスペースに不具合をコピーできるのは、次の場合に限られます。

l コピー先のワークスペースにアクセスできる。

l コピー先のワークスペースが元の不具合のあるワークスペースと同じ共有スペースに関
連付けられている。
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別のワークスペースに不具合をコピーする方法 :
1. その不具合に対して、 [別のワークスペースにコピー] をクリックします。

2. コピー先のワークスペースを選択し、 [コピー]をクリックします。

3. メッセージ内のリンクをクリックして、もう一方のワークスペースに作成された新しい不
具合をオープンします。

この新しい不具合は、 [新規 ]フェーズで元の不具合と同じ名前で作成されています。
[検出者 ]は元の不具合をコピーしたユーザーです。

元の不具合のワークスペースへのリンクを含むコメントが自動的に追加されます。元の
不具合のワークスペースにアクセスできる場合、このリンクをクリックすると元の不具合が
開きます。

コピーされるも
の

l 共通フィールド。

これは、両方のワークスペースで共有されているエンティティによっ
て異なります。

例:元の不具合のリリースが共有スペースレベルで定義さ

れている場合は、値がコピーされます。元の不具合のリ

リースがワークスペースレベルで定義されている場合、この

リリースは別のワークスペースで使用できないため、コピー

されません。

l 共有スペースレベルで定義された両方のワークスペースに共通
のユーザー定義フィールド (UDF)

l 添付

l タスク
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コピーされない
もの

l コメント

l 履歴

l テスト実行と古いバージョン

参照情報 :
l 「バックログ管理」(103ページ)
l 「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)

リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分
析
ALM Octaneには、開発品質を分析するための情報があります。品質の追跡は、バック
ログ、品質、パイプラインの各モジュールまたはダッシュボードで行います。

ヒント :また、ODataがサポートされているため、ALM Octaneのエンティティに直接

アクセスする高度なレポートを生成し、分析に役立てることもできます。詳細につ

いては、「拡張レポートのためのODataサポート (テクニカルプレビュー)」(614ページ)
を参照してください。

このトピックの内容:

l 「リリース品質の分析」(309ページ)
l 「リリース品質からプロダクト品質への移行」(311ページ)
l 「プロダクト品質の分析」(312ページ)
l 「パイプラインデータを使用したビルド品質の分析」(313ページ)
l 「ユースケースシナリオ:品質分析の実行」(315ページ)

リリース品質の分析
リリース品質を分析するには、以下の設定項目を使用して、テストと不具合をフィー
チャー、ユーザーストーリー、および不具合に関連付ける必要があります。

l テストの [バックログカバレッジ]フィールド

l 不具合の [フィーチャー]フィールド

テストおよび不具合を関連付けることで、より良い品質の分析がALM Octaneから得ら
れます。
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リリース品質の分析は、以下の機能のいずれかを使用します。

バックログモジュール 以下のようなさまざまなグリッドカラムを使用します。

l 不具合数

l リスクのあるコミット数

l テストカバレッジ

テストカバレッジウィジェットには、各テストにつき1つ、直前の
実行ネイティブステータスが要約されます。以前のテスト実
行と同じ設定でテストを実行すると、新しい結果が更新さ
れます。

ウィジェットの上にカーソルを置くと、詳細な実行結果が開
きます。または、 [実行の表示 ]リンクをクリックすると、フィルター
が適用された過去の実行のリストが表示されます。

バックログモジュール
の [概要 ]タブおよび
ダッシュボードモ
ジュール

次のようなさまざまなウィジェットを追加して、テスト実行結果
を表示します。

l フィーチャーの品質ステータス

l 修正中の不具合 (フィーチャー別 )
l 不具合の毎日の追加

特定のエピックまたはフィーチャーを表示するには、バックログツ
リー内のノードを選択します。ダッシュボードでは、リリースに関
連する項目を表示するフィルターを追加します。

バックログモジュール
の [フィーチャー]タブ

リスクのあるコミットに関連付けられているフィーチャーには、リス
クアイコン が表示されます。このようなフィーチャーは、テスト
を増やすか、リリースを延期することが必要な場合があります。

詳細については、「リスクのあるコミットとリスクのあるフィーチャー
の特定」(230ページ)を参照してください。

注:テスト実行に基づいたチャートとグラフには、要約された実行ステータスの成

功、失敗、計画済み、ブロックのみが表示されます。個々のネイティブのテスト実行

ステータスは、それぞれこのカテゴリのいずれかになります。これは、分析を明確に

するためです。
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リリース品質からプロダクト品質への移行
テストを初めて作成するときは、通常、リリースに割り当てられた特定のフィーチャーのテ
ストを作成します。

たとえば、アプリケーションのショッピングカート領域を改善するフィーチャーがあります。バッ
クログのリリースツリーには、ショッピングカードのフィーチャーノードがあります。フィーチャー
には、ユーザーストーリーが含まれます。各ユーザーストーリーには、受け入れテストがあり
ます。

例:

フィーチャー: ショッピングカート

ユーザーストーリー: カートに追加

テスト: 1つの項目をカートに追加

テスト: 複数の項目をカートに追加

テスト: ウィッシュリストからカートに追加

プロダクト品質を追跡するには、同じテストを使用します。アプリケーションモジュールのコ
ンテキスト (プロダクトのナビゲーションなど)にもとづいて、テストをグループにまとめます。

例:

アプリケーションモジュール: ナビゲーション

サブアプリケーションモジュール: カートに追加

テスト: 1つの項目をカートに追加

テスト: 複数の項目をカートに追加

テスト: ウィッシュリストからカートに追加
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他の機能領域に対して同じテストを使用することもできます。

例:

アプリケーションモジュール: ナビゲーション

サブアプリケーションモジュール: カートに追加

テスト: 1つの項目をカートに追加

テスト: 複数の項目をカートに追加

テスト: ウィッシュリストからカートに追加

アプリケーションモジュール: 複数選択

テスト: 複数の項目をカートに追加

テスト: 複数の項目をカートから削除

このテストの過程で、リリース品質のテストからプロダクト品質のテストに変更します。

プロダクト品質の分析
プロダクト品質を分析するには、フィーチャー、ユーザーストーリー、不具合、およびテスト
をアプリケーションモジュールに関連付ける必要があります。

ALM Octaneは、テスト結果と不具合分析を使用して、リリース全体を通じてアプリケー
ションの状態に関する情報を提供します。これらの測定値を使用して、指定したポイン
トでのアプリケーションの品質を全体的に把握します。
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プロダクト品質の分析は、以下の機能のいずれかを使用します。

品質モジュールのタ
ブ

以下のようなさまざまなグリッドカラムを使用します。

l 不具合数

l リスクのあるコミット数

l 過去の実行

過去の実行ウィジェットには、各テストにつき1つ、直前の実行
ネイティブステータスが要約されます。以前のテスト実行と同じ
設定でテストを実行すると、新しい結果が更新されます。

ウィジェットの上にカーソルを置くと、詳細な実行結果が開きま
す。または、 [実行の表示 ]リンクをクリックすると、過去の実行の
リストがフィルターを適用された状態で表示されます。

品質モジュールの
[概要 ]タブおよび
ダッシュボードモ
ジュール

次のようなさまざまなウィジェットを追加して、テスト実行結果を
表示します。

l 修正中の不具合 (アプリケーションモジュール別 )
l 実行ステータス (アプリケーションモジュール別 )
l 品質 (アプリケーションモジュール別 )
アプリケーションモジュールを表示するには、アプリケーションモ
ジュールツリー内のノードを選択します。ダッシュボードでは、アプリ
ケーションモジュールに関連する項目を表示するフィルターを追
加します。

パイプラインデータを使用したビルド品質の分析
ALM Octaneは、パイプライン実行、ビルドの失敗、自動テストの実行、およびSCMコ
ミットに関する情報を収集します。

この情報をバックログモジュールおよびアプリケーションモジュールとリンクさせることで、ビル
ド品質と、リリースおよびプロダクトの進行状況および品質との関係を包括的に把握で
きます。

パイプラインの追跡と分析は、ダッシュボードのウィジェットとパイプラインモジュールで行い
ます。

DevOpsと分析ダッシュボードのウィジェット

ダッシュボードで、 [DevOpsと分析 ]セクションからウィジェットを選択するか、パイプライン
情報に基づいてカスタムグラフを作成します。

カスタムウィジェットを作成し、 [スコープ] > [項目タイプ]で [パイプライン実行 ]、 [テスト実行 ]、
[テスト実行履歴 (自動)]、または [コミット ]を選択します。
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パイプライン実行にタグを追加すると、タグに従って分割されたパイプライン実行を、グラ
フを使用して表示できます。

例:

1. パイプライン実行が失敗したさまざまな理由を説明するタグをパイプライン実

行に追加します。次に例を挙げます。

l データベースの問題

l 壊れたビルド

l メモリ不足

l マージの問題

2. パイプライン実行 (失敗タイプ別)ウィジェットを使用して、リストした理由ごとに、

パイプライン実行が失敗している数を確認します。

自動テスト実行履歴のウィジェット

[テスト実行 ]項目タイプに基づくカスタムグラフには、テストの直前の実行のみが表示され
ます。

過去の自動テスト実行を含むグラフを作成するには、 [項目タイプ]で[テスト実行履歴 (自
動)]を選択します。

l グラフには、自動テスト実行の数がカテゴリごとに表示されます。Y軸は個数に設定さ
れており、X軸でカテゴリの設定を行います。たとえば、パイプライン、環境、またはリ
リースごとの実行数を表示できます。

l テスト実行のリストを表示するには、グラフのカラムまたはカテゴリをクリックします。

グラフをパイプライン実行フィルターで絞り込むと、特定のパイプライン実行の自動テスト実
行を表示できます。

注意: 最新のパイプライン実行に基づいて項目を絞り込む場合でも、パイプライン

フィルターは適用できますが、パイプライン実行フィルターは使用しないでください。
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パイプラインモジュールでのビルドの分析

パイプラインモジュールには、複数の階層の情報があります。

l [ライブサマリー]タブには、各パイプラインの履歴、その現在のステータス、およびその進
行状況の概要を示すリアルタイムのビューがあります。

l [パイプライン]タブには、追跡中のすべてのパイプラインを表示し、フィルターを使用し
て関心のあるパイプラインを表示できます。

各パイプラインの直前に完了した実行に関するサマリー情報と、選択したパイプライ
ンに関する詳細情報を表示できます。

l 個々のパイプラインやパイプライン実行を開いて、そのステータス、その実行履歴、関
連コードの変更、影響を受けるアプリケーションモジュールなどの詳細を表示できま
す。

失敗したテストやツールに関する分析情報を利用して、失敗の分析に役立てること
もできます。

詳細については、「パイプラインの実行と分析」(190ページ)を参照してください。

ユースケースシナリオ:品質分析の実行
プロダクト管理者のMarkは、基本的なモバイルチャットアプリケーションの開発を担当し
ています。Markは、リリースの全体を通じて、開発作業の品質をチェックする必要があり
ます。
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Markは、品質を評価するため、ダッシュボードモジュールに次のようなウィジェットを追加
しています。

フィーチャーの品

質ステータス

このウィジェットで
は、テスト実行
の総数およびそ
れぞれのステータ
スを比較して、
品質を確認でき
ます。

修正中の不具合

(重大度別)

このウィジェットで
は、修正中の
不具合に基づ
いて問題を確
認できます。
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フィーチャー (リス
クのあるコミット
別 )

このウィジェットで
は、リリースを完
了する前に、さ
らにリグレッション
テストを実行す
るように推奨さ
れます。

品質 (アプリケー

ションモジュール

別)

このグラフでは、
アプリケーション
の各領域の品
質を確認できま
す。

Markは、品質レ
ベルの決定に使
用する条件を設
定できます。たと
えば、不具合の
数、失敗したテ
ストの割合、ま
たはリスクのある
コミットの割合を
使用できます。

参照情報 :
l 「品質管理」(153ページ)
l 「バックログ管理」(103ページ)
l 「ALM Octaneダッシュボードの使用」(318ページ)
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ALM Octaneダッシュボードの使用
ALM Octaneダッシュボードは分析のためのコントロールセンターです。ここには、開発の
進行状況と品質が視覚的に表示されます。表示はカスタマイズ可能です。

このトピックの内容:

l 「ダッシュボードとは」(318ページ)
l 「ダッシュボードのセットアップ」(319ページ)
l 「ウィジェットデータ設定の構成」(319ページ)
l 「ダッシュボードウィジェットを使用した分析」(321ページ)

ダッシュボードとは
ダッシュボードは、開発の進行状況および品質のデータを表示するウィジェットを集めた
ものです。たとえば、次の目的のウィジェットがあります。

l 進行状況の追跡

l 品質

l コンテンツ計画

l テストカバレッジ

l DevOpsと分析

標準のウィジェットで足りない場合は、カスタムウィジェットを作成してデータを表示しま
す。

ヒント :同様の分析は、品質およびバックログモジュールの [概要 ]タブと、パイプラ

インモジュールのメインページでも実行します。

また、ODataがサポートされているため、ALM Octaneのエンティティに直接アクセス

する高度なレポートを生成することもできます。詳細については、「拡張レポート

のためのODataサポート (テクニカルプレビュー)」(614ページ)を参照してください。

グラフをカスタマイズ (報告されるデータのタイプ、範囲、時間フレームなど)すると、ウィ
ジェットがデータをグループ化して表示します。

また、ウィジェットの表示方法を設定したり、各種ウィジェットをお気に入りとして保存し
たりすることもできます。
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ダッシュボードのセットアップ

ALM Octaneのバナーでメニューボタン をクリックして [ダッシュボード ] を選択する
か、バックログ/品質モジュールの [概要 ]タブを選択します。

1. ツールバーで、 [+]をクリックします。

2. ウィジェットギャラリーで、カテゴリとカテゴリ内のウィジェットを選択するか、 [カスタムグラ

フの追加 ]をクリックします。ウィジェットエディターのタブを使用して、ウィジェットのセット
アップと設定を行います。

ヒント :どのウィジェットを使用すればよいか明確にはわからない場合は、ウィ

ジェットの説明を参照して、そのウィジェットを使用するとどんな質問に答える

ことができるのかを確認してください。

3. [ダッシュボードに追加 ]をクリックします。ウィジェットが、ダッシュボードの下部に追加さ
れます。

4. 必要に応じて、手順を繰り返します。

5. ツールバーの [ダッシュボードレイアウト ]ボタン をクリックし、必要なレイアウトを選
択します。必要に応じて、ウィジェットをドラッグアンドドロップします。

個別のウィジェットとレイアウトは、セッションが変わっても保持されます。

ウィジェットデータ設定の構成
1. ウィジェットの右隅にあるメニューボタン をクリックし、 [設定 ]を選択します。

ヒント :ウィジェットの現在の設定を複製して使用するには、ウィジェットメ

ニューで [複製 ]を選択します。「<ウィジェット名>のコピー」という名前のウィジェッ

トが追加されます。

2. [一般 ]タブでグラフタイプを選択し、必要に応じて名前と説明を更新します。

3. [スコープ]タブで、表示するデータの範囲を次の設定項目で定義します。

l ワークスペース

ALM Octaneは、このワークスペースの情報を、グラフのデータとしてコンパイルしま
す。このフィールドを使用するには、そのワークスペースが共有スペースに関連付
けられている必要があります。このフィールドを使用すると、複数のワークスペース
にまたがる情報を表示するダッシュボードウィジェットを定義できます。

自分が所属するすべてのワークスペースのデータをコンパイルするには、 [自分のす

べてのワークスペース]を選択します。
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[ワークスペース]フィールドは、バーンアップグラフ、バーンダウングラフ、累積フローグ
ラフなどのアジャイルグラフではサポートされていません。

l 項目タイプ

l リリース

4. トレンドベースのグラフ (ステータスの経時変化 )の場合は、時間フレームを指定しま
す。

リリースの指定
なし

選択したオプション:
l [現在までのすべての<項目>]オプションを選択すると、プロジェ
クトの開始から現在までの、選択したタイプのすべての項目
がグラフに含まれます。

l 特定の期間を指定した場合、その範囲 (過去24時間、過
去7日間など)は、現在までの直前の<期間>を意味しま
す。たとえば、「過去1週間」は現在までの直前の1週間を意
味します。

リリースの指定
あり

選択したオプション:
l [現在までのすべての<項目>]を選択すると、指定したリリースの
開始から現在までの、選択された項目タイプがグラフに含ま
れます。

l [リリース期間 ]を選択すると、リリースの開始日から終了日まで
の、選択されたアイテムタイプがグラフに含まれます。

l [リリース終了までのすべての{項目}]を選択すると、プロジェクト
の開始からリリースの終了までに作成または更新された項目
がグラフに含まれます。

l [リリース開始から現在までのすべての{項目}]を選択すると、リ
リースの開始日から現在までに作成または更新された項目
がグラフに含まれます。

注: トレンドベースのグラフ (たとえば、バーンアップまたはバーンダウンチャート )
を使用する場合に、いずれかのスプリントに時刻を変更した日が含まれてい

ると、時刻の変更が発生した日、週、または月がツールヒントから除外され

ます。除外される期間は、グラフ設定で構成した範囲によって異なります。

たとえば、時間を夏時間に切り替えた日がスプリントに含まれている場合、

その日、週、または月がツールヒントから除外されます。

5. [スコープ]タブで、ダッシュボードウィジェットの表示を絞り込む条件を定義します。

[ワークスペース]フィールドで複数のワークスペースを選択した場合は、選択したすべ
てのワークスペースに共通するフィールドが表示されます。ある特定の参照フィールド

ALMOctaneユーザーガイド

ALM Octaneダッシュボードの使用

ALM Octane (12.55.17) 320 / 628ページ



(アプリケーションモジュール、フィーチャーなど)は、ワークスペースにまたがるグラフフィ
ルターでは使用できません。

選択されているワークスペースを更新するか、同じグラフを別のワークスペースで開く
と、既存のフィルターはクリアされます。

6. [表示 ]タブで表示オプションを設定します。このオプションには、グラフのX軸とY軸に
表示する内容、表示データのグループ化の方法などがあります。

一部のグラフでは、関連する項目や割り当てられた項目がないフィーチャーまたはア
プリケーションモジュールのデータを含めるために、 [空のカラムをグラフに含める]オプショ
ンを選択します。

7. [保存 ]をクリックします。選択した内容に従ってグラフが更新されます。

ダッシュボードウィジェットを使用した分析
ウィジェットの追加と設定が終了したら、それを使って詳細な分析を実行します。

グラフにカーソルを

置いて詳細を表

示

グラフ内のさまざまなセクションにカーソルを置くと、詳細が記述さ
れたツールヒントが表示されます。
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クリックして特定の

項目を参照

グラフのセクションをクリックすると、グラフのセクション内で参照され
ている項目が表示され、ドリルダウンされます。

複数のワークスペースからコンパイルされたグラフのセクションをクリッ
クすると、次のようになります。

l 項目が現在のワークスペースのものであれば、同じタブで開きま
す。

l 項目が別のワークスペースのものであれば、別のタブで開きま
す。

トレンドベースのグラフでは、参照項目 (フィーチャー、アプリケー
ションモジュールなど)を表示して、ドリルダウンすることはできませ
ん。

凡例項目をクリック

してグラフをフィル

ター

ウィジェットの凡例の色をクリックすると、項目が表示または非表
示になります。

例:左のウィジェットでは、まだ文書化する準備ができていない
フィーチャーを非表示にするために、 [New]と [Ready for R&D]をク
リックしました。右側では、その項目が非表示になり、クリックした
カラーバーは空になっています。
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トレンドグラフに

沿ってマウスをド

ラッグして、期間ご

とのトレンドを表示

トレンドベースのグラフの場合、トレンドラインに沿ってマウスをドラッ
グすると、期間ごとの詳細が表示されます。

項目をExcelファイ

ルにエクスポート

特定のグラフで、メニューボタンをクリックし、 [レポートのエクスポー
ト ]を選択します。グラフ内で強調表示されている項目が、Excel
ファイルにダウンロードされます。

画像のエクスポー

ト

ウィジェットを画像としてエクスポートするには、メニューボタンをク
リックし、 [画像のエクスポート ]を選択します。ALM Octaneでは、
グラフを画像ファイルとしてダウンロードします。

Internet Explorerはサポートされていないことに注意してください。

参照情報 :
l 「リリース、プロダクト、およびビルドの品質の分析」(309ページ)
l 「リリースの進行状況の分析」(150ページ)
l 「アプリケーション領域の品質分析」(165ページ)
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設定
サイト、スペース、ワークスペース、チーム、リリースの管理セットアップタスクを実行します。

設定ページを表示するには、ALM Octaneの [設定 ] 領域にいる必要があります。こ
の領域には、管理者のみがアクセスできます。

共有スペースを使用して、複数のプロジェクトやプロダクトを管理できます。また、ルール
やユーザーなどの共通設定をすべてのワークスペースに適用できます。

管理者は、自分に割り当てられた複数のワークスペースを切り替えることができます。

このトピックの内容 :

• インストールガイド 325
• 初期セットアップ 325
• [設定 ]へのログイン 325
• プリファレンスの設定 326
• スペースおよびワークスペースの概要 326
• 設定の流れ 327

• サイト設定 (オンプレミス) 328
• サイトの管理 (オンプレミス) 328
• ライセンスの管理 (オンプレミス) 331
• 設定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー) 337
• LDAPのセットアップ 356
• パスワードの変更 366

• スペースの設定 367
• スペースの管理 368
• ワークスペースの管理 375
• ユーザーの管理 380
• ロールの割り当て 387
• リリースのセットアップ 395
• チームの管理 400
• フォームのデザイン 403
• フィールドのカスタマイズ 407
• リストのセットアップ 413
• ルールのセットアップ 416
• ワークフローのフェーズと遷移のセットアップ 436
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インストールガイド
本項では、ALM Octane向けに提供されているインストールガイドを示します。各ガイド
の印刷用のドキュメントは、Adobe PDF形式で提供されています。

リンク 最終更新日

Linux用インストールガイド (12.55.17) 2018年5月24日

Microsoft Windows用インストールガイド (12.55.17) 2018年5月24日

Synchronizerインストールガイド (オンプレミス) (12.55.17) 2018年5月24日

初期セットアップ
このトピックでは、ALM Octaneの初期セットアップと設定の流れとタスクについて説明しま
す。セットアップと管理に関するほとんどのタスクは、ALM Octaneの [設定 ]領域で行わ
れます。

一部のトピックは、オンプレミスにのみ関連しています。

このトピックの内容 :

l 「[設定 ]へのログイン」(325ページ)
l 「プリファレンスの設定」(326ページ)
l 「スペースおよびワークスペースの概要」(326ページ)
l 「設定の流れ」(327ページ)

[設定 ]へのログイン
設定を行うには、 [設定 ]領域にログインします。

管理者の権限が必要です (サイト管理者、ワークスペース管理者、共有スペー

ス管理者など)。

上部のバナーで、 [設定 ] をクリックします。

次に、設定する領域を選択します。

l サイト :サイトの設定 (オンプレミス)。
l スペース:スペースとワークスペースの設定。
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プリファレンスの設定
プリファレンスを設定するには、 [設定 ] ドロップダウンメニューを使用します。

上部のバナーで、 [設定 ] をクリックします。次のように、プリファレンスのオン/オフを切り
替えます。

l コメントに自分宛のメンションがあれば電子メールで通知:@記号を使用して誰かがコメン
ト内で自分をタグ付けしたときに、ALM Octaneから電子メールで通知を受信できるよ
うにします。

l Sprinterを使用して手動テストを実行 : ALM Octaneでマニュアルランナーではなく
Sprinterで手動テストを実行できるようにします。詳細については、「Sprinterでの手
動テストの実行と編集」(278ページ)を参照してください。

スペースおよびワークスペースの概要
ALM Octaneのデータは、より大きな環境の中で、いくつかの領域に分割されます。これ
らの分割された領域は、ワークスペースと呼ばれます。環境はスペースと呼ばれます。ス
ペースは個別スペースまたは共有スペースのいずれかです。共有スペースに関連付けら
れたワークスペースでは、データを共有できます。

共有スペース管理者 ワークスペース管理者 ワークスペースメンバー

同じALM Octaneサイ
ト上で管理する複数
のプロジェクト、プログ
ラム、またはプロダクト
を表す複数のワーク
スペースを作成できま
す。

ユーザーを追加して、
ワークスペース内のさ
まざまなロールを割り
当てることもできま
す。また、各ワークス
ペースにワークスペー
ス管理者を割り当て
ます。

個別スペースに関連付けら
れているワークスペース内の
データを管理できます。これ
には、リリース、チーム、ユー
ザー、バックログ、アプリケー
ションモジュール、テスト、不
具合などが含まれます。

自分に割り当てられたワーク
スペースにのみアクセスできま
す。

すべてのユーザーには、標準
設定のワークスペース内の基
本的なアクセス権限が自動
的に割り当てられます。ユー
ザーとロールの詳細について
は、「ロールの割り当て」(387
ページ)を参照してください。
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設定の流れ
ここでは設定の流れについて説明します。

一部のトピックは、オンプレミスにのみ関連しています。

ユーザーがこの製品で効率的に作業できるようにするため、管理者が以下の作成と設
定を行うことをお勧めします。

l スペースとワークスペース。

オンプレミス:オンプレミスの場合は、サイト管理者がスペースを作成します。これらのス
ペースは、環境内のすべてのワークスペースのコンテナーになります。スペースは個別ス
ペースまたは共有スペースのいずれかです。

次に、オンプレミスとSaaSの両方で、共有スペース管理者がワークスペースを作成し
ます。これらのワークスペースは、それぞれの環境を定義するすべての項目のコンテ
ナーになります。

l データを共有するワークスペースは、同じ共有スペース内に配置します。

l データを共有しないワークスペースは、個別スペースに配置します。

l その他の項目: リリース、チーム、ユーザーなどをセットアップします。これらの項目は、
ユーザーがALM Octaneで行う操作を定義する際の基本的な要素です。

関連付けられた共有スペース内で、ワークスペース間で共有する項目 (リリースなど)
を定義します。関連するワークスペース間で非共有の項目を定義します。

l ルール:上記の項目の定義が完了したら、ALM Octaneのユーザーインターフェイスの
動作を設定し、ユーザーが実行できるアクションを制御します。

次のステップ
l 「サイト設定 (オンプレミス)」(328ページ)
l 「スペースの設定」(367ページ)
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サイト設定 (オンプレミス)
本項では、サイト管理者がサイトの設定に使用する手順について説明します。

トピック 説明

「サイトの管理 (オンプレミ
ス)」(328ページ)

ALM Octaneのデータベースサーバー、メールサーバー、
ログなど、サイト全体を管理する手順について説明し
ます。

「ライセンスの管理 (オンプレ
ミス)」(331ページ)

ALM Octaneのライセンスの管理方法について説明し
ます。

「設定パラメーターの設定
(テクニカルプレビュー)」(337
ページ)

管理者がサイトおよびスペースの設定パラメーターを
設定する方法について説明します。

「LDAPのセットアップ」(356
ページ)

組織のLDAPシステムを使用して、ALM Octaneユー
ザーの管理と認証を行う手順について説明します。

「パスワードの変更」(366
ページ)

ユーザーのパスワードを、ユーザー自身が変更する方
法、および管理者が変更する方法について説明しま
す。

サイトの管理 (オンプレミス)
ここでは、ALM Octaneのデータベースサーバー、メールサーバー、ログなど、サイト全体を
管理する手順について説明します。このコンテキストでは、スペースの追加や、スペース
の変更の履歴の確認を行うこともできます。オンプレミスのサイト管理者は、 [設定 ]の
[サイト ]領域でサイトを管理できます。

l 「サイトについて」(328ページ)
l 「サーバーの管理」(329ページ)
l 「サイトレベルでのユーザーの管理」(330ページ)
l 「スペースの管理」(330ページ)
l 「設定パラメーターの設定 」(330ページ)
l 「セッションの表示」(330ページ)

サイトについて

サイト管理では、ALM Octaneのデータベースサーバー、メールサーバー、およびログの管
理などのタスクを行います。
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サイトのコンテキストでは、スペースの追加や、スペースの変更の履歴の確認を行うことも
できます。

オンプレミスのサイト管理者は、 [設定 ]の [サイト ]領域でサイトを管理できます。

サーバーの管理

[設定 ] で、以下のサーバー管理操作を行うことができます。

[サイト ]をクリックし、 [サーバー]タブをクリックします。

タスク 手順

サーバーのステータスを
更新して接続をテスト
する。

関連するサーバーをクリックしてから、 をクリックします。

ログの詳細を変更す
る。

[アプリケーションログ]領域で、ログファイル名をクリックし、 [レ
ベル]と [最大サイズ]を変更して、 [保存 ]をクリックします。

l パス

ログファイルのパス。(読み取り専用 )
ログは、作業中のコンテキストに従って、指定されたパス
の関連するログファイルに書き込まれます。

例 : メインのALM Octaneアプリケーションのコンテキストで
作業している場合、ログは [パス]にあるapp.logファイルに
書き込まれます。

l レベル

ログに含めるイベントの重大度を指定します。

使用できる値 : Fatal、Error、Warn、 Info、Debug、Trace
注 :ログレベルを [Debug]に変更した場合は、デバッグの
終了後に必ず元に戻してください。

l 最大サイズ

ログが最大サイズ (MB)に達すると、新しいログファイルが
開きます。

データベース管理者パ
スワードを変更する。

[データベースサーバー]領域で、サーバー名をクリックし、 [管
理者パスワード ]を変更して、 [保存 ]をクリックします。

メールサーバーのホスト
名とポートを変更す
る。

[メールサーバー]領域で、サーバー名をクリックし、 [ホスト名 ]
と [ポート ]を変更して、 [保存 ]をクリックします。
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サイトレベルでのユーザーの管理

[設定 ]の [サイト ]領域で、ユーザーのアクティブ化、および非アクティブ化を行うことができ
ます。

詳細については、「ロールの割り当て」(387ページ)を参照してください。

スペースの管理

[設定 ]の [サイト ]領域で、スペースの追加やアップグレードを行うことができます。

実行できる操作には、スペースのバックグラウンドジョブの確認や、スペースのアップグレー
ドなどがあります。

詳細については、「スペースの管理」(368ページ)を参照してください。

設定パラメーターの設定

サイト管理者および共有スペース管理者は、次の方法で、言語の設定、ヘルプセン
ターを起動する場所の指定、および基本認証のアクティブ化などに関する設定パラメー
ターを設定できます。

l [設定 ]を使用 (テクニカルプレビュー)
詳細については、「設定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー)」(337ページ)を参
照してください。

l REST APIを使用

詳細については、Developer Helpの設定パラメーターの設定を参照してください。

セッションの表示

ALM Octaneにログインした各セッションに関する情報を参照できます。これには、次のも
のが含まれます。

l ログインしたユーザーID
l セッションのアクセスのタイプ (UI、APIユーザー、またはAPIキー)
l セッションに使用されたIPアドレス

l セッションの継続時間

セッションを表示するには、 [サイト ]をクリックし、 [サーバー]タブをクリックします。

参照情報 :
l 「ロールの割り当て」(387ページ)
l 「スペースの管理」(368ページ)
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l 「設定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー)」(337ページ)
l Developer HelpのRESTAPIを使用した設定パラメーターの設定に関する説明

ライセンスの管理 (オンプレミス)
本項では、ALM Octaneのライセンス管理について説明します。

このトピックの内容:

l 「ライセンスモード :スタンドアロンまたは共有」(331ページ)
l 「ライセンスタイプ:固定またはコンカレント」(331ページ)
l 「スタンドアロンライセンスのインストール」(332ページ)
l 「ライセンスおよびセッションの詳細の表示」(333ページ)
l 「ライセンス使用状況の計算」(333ページ)
l 「ALMまたはQuality Centerとのライセンスの共有」(334ページ)

ライセンスモード :スタンドアロンまたは共有

ライセンスは、次の2つの方法で使用できます。

l スタンドアロンモード :スタンドアロンモードでは、「スタンドアロンライセンスのインストール」
(332ページ)の手順に従って、ALM Octaneにライセンスを直接インストールします。

l 共有ライセンスモード :共有ライセンスモードでは、「ALMまたはQuality Centerとのライセ
ンスの共有」(334ページ)の手順に従って、ALMまたはQuality CenterからALM
Octaneで使用するライセンスを割り当てます。

ライセンスモードはインストール時に設定します。標準設定では、ALM Octaneはスタン
ドアロンモードで動作するように設定されます。

ライセンスタイプ:固定またはコンカレント

ALM Octaneには、次の2つのタイプのライセンスがあります。

l 固定 : ALM Octaneに登録できるユーザー数を定義します。

l コンカレント :システムに同時にアクセスできるユーザー数を定義します。

ALM Octaneでは、両方のタイプのライセンスを混在させて使用することはできません。
使用できるのは、固定ライセンスまたはコンカレントライセンスのいずれか一方です。ALM
またはQuality Centerとライセンス共有できるのは、コンカレントライセンスのみです。

アクティブなライセンスは、ユーザーがセッションからログアウトしたとき、またはセッションタイ
ムアウト後 (標準設定で3時間 )に解放されます。使用可能なライセンスが存在しない
場合、ユーザーがログインしようとすると、エラーメッセージが表示されます。
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固定ライセンスの使用 :
l ライセンスキャパシティの詳細を表示するには、[設定] > [サイト ] > [ユーザー]にアクセス
します。右上に、使用中のライセンス数と使用可能な残りのライセンス数が表示され
ます。

l ライセンスを解放するためにユーザーを非アクティブ化する必要がある場合、サイト管
理者はサイトレベルでユーザーを非アクティブにします。共有スペースまたはワークス
ペースレベルでユーザーを非アクティブにしても、そのライセンスは解放されません。

コンカレントライセンスの使用 :
l コンカレントモデルでは、ライセンスはユーザー単位、およびマシン単位で消費されま
す。1人のユーザーが1台のマシンで複数のセッションを開いた場合、1つのライセンスが
消費されます。1人のユーザーが異なる複数のマシンでセッションを開いた場合、複数
のライセンスが消費されます。

l ライセンス使用状況に関する情報の表示方法については、「ライセンス使用状況の
計算」(333ページ)を参照してください。

ライセンスタイプの切り替え:
l 固定ライセンスからコンカレントライセンスには制限なしに切り替えることができます。

l コンカレントライセンスから固定ライセンスに切り替える場合は、アクティブユーザー数が
固定ライセンスのキャパシティの制限内に収まる必要があります。

サイト管理者が別のタイプのライセンスを新規にインストールしたとき (たとえば、コンカレ
ントライセンスの代わりに固定ライセンスをインストールしたとき)には、ライセンスモードを
切り替えます。

スタンドアロンライセンスのインストール

スタンドアロンライセンスをインストールするには、次の手順を実行します。

1. [設定] > [サイト ] > [ライセンス]にアクセスします。

2. [ライセンスのインストール]をクリックし、Micro Focusから受け取ったライセンスファイルを
参照して、 [インストール]をクリックします。

共有モードからスタンドアロンモードに切り替えるには、次の手順を実行し
ます。

これまでALMまたはQuality Centerでライセンスを共有していて、スタンドアロンモードの
使用に切り替える場合は、octane.ymlファイルを編集する必要があります。
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1. /opt/octane/conf/octane.yml設定ファイル (Windowsの場合 :
C:\octane\conf\octane.yml)を開き、 licenseセクションを見つけます。

2. modeの値をstandaloneに変更します。

octane.ymlファイルの使用方法の詳細については、『ALM Octaneインストールガイド』
を参照してください。

ライセンスおよびセッションの詳細の表示

l アクティブなライセンスエディションの詳細を表示するには、[設定] > [サイト ] > [ライセン

ス]にアクセスします。

l アクティブなセッションの詳細を表示するには、[設定] > [サイト ] > [セッション]にアクセス
します。

ログインしたユーザーID、アクセスのタイプ (UI、APIユーザー、またはAPIキー)、セッショ
ンに使用されたIPアドレス、セッションの開始時刻と終了時刻、およびライセンスエディ
ションなどの詳細情報が表示されます。

ライセンス使用状況の計算

セッションに関するデータをExcelにエクスポートし、セッション数に基づいてライセンス使用
状況を追跡するグラフを生成できます。

1. [設定] > [サイト ] > [セッション]にアクセスします。

2. すべてのカラムが表示され、標準設定の順番に並んでいることを確認します。

ALMOctaneユーザーガイド

サイト設定 (オンプレミス)

ALM Octane (12.55.17) 333 / 628ページ



3. USER_UI_ACCESSを指定して、アクセスタイプをフィルター処理します。

4. [開始時刻 ]でソートして、開始時刻が古いものから順に表示されるようにします。

5. [Excelにエクスポート ]ボタン をクリックします。

6. Excelファイルを開き、「Active Sessions」という名前のカラムを [ライセンスエディション]
カラムの右側に追加します。ヘッダー行は次のようになります。

7. [Active Sessions]見出しのすぐ下のセルI2に、次の式を貼り付けます。

=COUNTIFS(G$2:G2, ">="&A2)+COUNTBLANK( G$2:G2)

[Active Sessions]カラムに、すべてのセッション開始時刻におけるアクティブなセッショ
ン数が表示されます。

注: この式で、カラムAは開始時刻を表し、カラムGは終了時刻を表します。こ

の式は、前の手順が完了していて、上記のようにすべてのカラムが揃ってい

ることが前提となっています。カラムの順序を変えたり、カラムを削除したりす

る場合は、Excelについて理解した上で、変更に応じて式を修正する必要

があります。たとえば、 [開始時刻 ]をカラムFに移動する場合は、式を次のよう

に変更します。

=COUNTIFS(G$2:G2, ">="&F2)+COUNTBLANK( G$2:G2)

8. [開始時刻 ]カラムと [Active Sessions ]カラムを選択します。複数選択するにはCtrl
キーを押しながらクリックします。

9. Excelツールバーで、[挿入] > [おすすめグラフ] を選択します。進行中のデータの場合
は、 [散布図 (平滑線)]を生成し、1日あたりの最大使用量を確認する場合は、 [集
合横棒グラフ]を生成します。以下は、散布図の例です。

ALMまたはQuality Centerとのライセンスの共有

ALM EditionまたはQuality Center Enterprise EditionからALM Octaneにライセンスを割
り当てることができます。

ライセンスを割り当てた後で、ライセンスの割り当てを動的に変更することができます。
ALM Octaneで追加のライセンスが必要な場合は、ALMまたはQuality Centerからライ
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センスを追加で割り当てることができます。ALM Octaneで必要なライセンスが少なくなっ
た場合は、割り当てるライセンス数を減らすことができます。

ライセンス共有は、コンカレントライセンスでのみサポートされます。

サポートされているALM、QC、およびALMOctaneのエディション

サポートされているALMおよびQCのバージョンの詳細については、「インストール、セット
アップ、および同期」(61ページ)を参照してください。

次のように、ライセンスの割り当てを行うことができます。

l ALM (ALM.Net) EditionからALM Octane Enterprise Editionへ
l Quality Center (QC) Enterprise EditionからALM Octane Pro Editionへ
EnterpriseおよびProの機能の詳細については、「ALM Octaneのエディション」(55ペー
ジ)を参照してください。

ステップ1: ALMまたはQCのサイト管理で、次の手順を実行します。

1. ライセンス統合で使用する統合ユーザーとパスワードを定義します。新規ユーザー
を作成しても、既存の統合ユーザーを使用しても構いません。このユーザーには、
ビューアーの権限が必要です。

2. 統合のみで使用する専用のプロジェクトを作成します。

3. 上記のユーザーをこのプロジェクトに割り当てます。

4. 新しいサイトパラメーターOCTANE_INTEGRATION_PROJECT_NAMEを定義しま
す。<ドメイン名>/<プロジェクト名>の値を割り当てます。

5. 次のように、ALMまたはQCのフルライセンスをいくつかプロジェクトに割り当てます。

a. [Licenses] > [License Assignments] タブで、統合プロジェクトを見つけます。

このタブの下部には、使用可能なライセンス数 (プロジェクトに割り当てられてい
ないライセンス数 )が表示されます。

b. [Full License]カラムに、ALMまたはQCからALM Octaneに割り当てるライセンス
数を入力し、 [Save]をクリックします。

ライセンスの割り当ては、ライセンスプール内の使用可能なクォータから行われま
す。
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注: ライセンス共有を行うには、ALM OctaneサーバーとALMまたはQCサーバー間

の接続をセットアップする必要があります。システム間に認証が必要なフォワード

プロキシサーバーが存在する場合、ライセンス共有を設定することはできません。

ステップ2: ALMOctaneのoctane.ymlファイルで、以下を定義します。

1. /opt/octane/conf/octane.yml設定ファイル (Windowsの場合 :
C:\octane\conf\octane.yml)を開き、 licenseセクションを見つけます。modeの値を
almSharingに変更します。

octane.ymlファイルの使用方法の詳細については、『ALM Octaneインストールガイ
ド』を参照してください。

2. almSharingセクションで、以下を定義します。

l url: ALMまたはQCにアクセスするのに使用するフルパスを入力します。

l almIntegrationUser:統合用にALMまたはQCで定義したユーザーを入力しま
す。

l almIntegrationPassword:上記のユーザーのパスワードを入力します。このパス
ワードは、ALM Octaneサーバーを再起動すると自動的に暗号化されます。

注: ALMまたはQCでLDAPユーザーを使用していて、パスワードが定期的

に変更される場合は、ライセンス共有を維持するために、ここのパスワード

を定期的に更新する必要があります。

3. ALM Octaneを再起動します。ALM Octaneに割り当てられたライセンスが反映され
ます。

接続上の問題 (ネットワークの問題やユーザーやパスワードの変更など)がある場合は、
問題の内容が記載された電子メールがALM Octaneの管理者に送信されます。詳細
はsite.logに書き込まれます。ユーザーは一定時間だけALM Octaneにログインできるよ
うになります。そのため、アクセスがブロックされる前に問題を修正することができます。

ALMまたはQCで指定されたプロジェクトにライセンスを追加する場合、ALM Octaneがラ
イセンスの割り当てを更新するのに最大3時間かかります。

参照情報 :
l 「ALM Octaneのエディション」(55ページ)
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設定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー)
サイト管理者および共有スペース管理者は、ALM Octaneの動作を指定する設定パラ
メーターを設定できます。

l 「概要」(337ページ)
l 「設定パラメーターの設定方法」(338ページ)

概要

管理者は、 [設定 ]の [サイト ]領域と [スペース]領域で設定パラメーターを設定できま
す。

一般に提供されているすべての設定パラメーターの一覧については、「設定パラメー
ター」(338ページ)を参照してください。

管理者には、それぞれに関連するパラメーターのみが表示されます。

例:共有スペース管理者には、共有スペース管理者が変更できるスペースレベル

のパラメーターのみが表示されます。これらのパラメーターの他にも、サイト管理者

のみが変更できるスペースレベルのパラメーターが存在する場合があります。

スペースレベルで設定されたパラメーターの値は、サイトレベルで設定された同じパラメー
ターの値よりも優先されます。

例:サイト管理者がDEFAULT_LANGUAGEというサイトレベルのパラメーターを

英語を表すlang.enに設定し、共有スペース管理者がサイトレベルで同じ

DEFAULT_LANGUAGEパラメーターをlang.deに変更した場合、このスペースの

標準設定言語は英語になりますが、サイトのそれ以外の部分の標準設定言

語はドイツ語になります。

SaaS:サイトの設定パラメーターを設定する場合は、サポートチケットを開きます。共有
スペースの設定パラメーターを設定するのに、サポートチケットを開く必要はありません。

ヒント :管理者は、REST APIを使用して設定パラメーターを設定することもでき

ます。詳細については、Developer Helpの設定パラメーターの設定に関する説

明を参照してください。
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設定パラメーターの設定方法

管理者は設定パラメーターの値を設定できます。

1. [サイト ]または [スペース]をクリックし、 [パラメーター]タブをクリックします。

2. 設定するパラメーターを見つけます。

グリッド上部の検索ボックスを使用して、パラメーターを検索します。

3. 値を変更します。

4. 設定パラメーターごとに、 [保存 ]をクリックします。

5. 設定パラメーターを変更した場合、設定の更新が必要になることがあります。 [更
新 ]をクリックします。

参照情報 :
l 「設定パラメーター」(338ページ)
l Developer Helpの設定パラメーターの設定

設定パラメーター

このリファレンスには、一般に提供されているすべての設定パラメーター (サイトおよびス
ペースの設定パラメーターを含む)が記載されています。

設定パラメーターを設定するには、次の方法を使用します。

l [設定 ]を使用 : 「設定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー)」(337ページ)を参照
してください。

l REST APIを使用 : Developer Helpの設定パラメーターの設定を参照してください。

* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

ALLOW_HTTP_
METHOD_
OVERRIDE

HTTPヘッダーによるメソッドのオーバーライドを有効にします。これはGET要
求では使用できません。

タイプ:ブール値

標準設定: false
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

ALLOW_
WORKSPACE_
USERS_CREATION

ALMOctaneのUIおよびREST APIの両方で、ワークスペース管理者が以下

の操作を実行できるかどうかを指定します。

l ワークスペースユーザーの追加。

l ワークスペースレベルでのLDAPユーザーのインポート。

l スペースレベルからワークスペースへのユーザーの追加。

タイプ:ブール値

標準設定: true

ATTACHMENTS_
FILE_EXTENSION_
WHITE_LIST

ALMOctaneの添付のファイルタイプとして許可する拡張子のリストを定義し

ます。

ファイルの拡張子に関係なく、すべての添付を許可するには、* (アスタリス

ク)を入力します。セキュリティ上の理由から、これはお勧めしません。

各拡張子はセミコロン (;)で区切ります。

注 : ALM Octaneの添付として許可する拡張子のリストには、カスタムのファ

イル拡張子を追加することもできます。ファイルタイプ (MIMEタイプ)は、ALM
OctaneでサポートされているMIMEタイプである必要がありますが、拡張子

は必要に応じて任意に選択できます。詳細については、EXTENSION_
TO_MIME_TYPE設定パラメーターを参照してください。

タイプ:文字列

標準設定:
ngalink; links;
jpg; bmp; png;
pdf; word; doc;
docx; msg; xml;
xls; xlsx; ppt;
pptx; zip; txt;
wmv; mp4; m4p;
mkv; vob; log;
wrf; fbr; jpeg
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

ATTACHMENTS_
URL_DOMAIN_
WHITE_LIST

ALMOctaneの添付URLとして許可するドメインのリストを定義します。

ATTACHMENTS_URL_ENABLE_DOMAIN_WHITE_LISTがtrueに設定

されている場合にのみ使用されます。

各拡張子はセミコロン (;)で区切ります。

タイプ:文字列

ATTACHMENTS_
URL_ENABLE_
DOMAIN_WHITE_
LIST

ATTACHMENTS_URL_DOMAIN_WHITE_LISTで定義された、添付

URLのドメインホワイトリスト検証の使用を有効または無効にします。

タイプ:ブール値

標準設定: false

AUDIT_LOG_FILE_
MAX_SIZE

各監査ログファイルの最大サイズ (KB単位 )を定義します。

タイプ:整数

標準設定: 10240

最小: 1024

最大: 102400

AUDIT_LOG_FILE_
ROLLING_SIZE

保持される監査ログファイルの数を定義します。

タイプ:整数

標準設定: 10

最小: 10

最大: 100

AUTHENTICATION_
DELAY_ACTIVE

オンプレミス: ユーザーログインでの疑わしいアクティビティを監視するかどうか

を設定します。このAUTHENTICATION_DELAY_SECONDS、および

AUTHENTICATION_MAX_ATTEMPTSの各サイト設定パラメーターを設

定することで、ALMOctaneで疑わしいログイン操作を防止するかどうかを制

御できます。

ALMOctaneでログイン操作がどのように処理されたかに関する詳細につい

ては、監査ログを参照してください。

タイプ:ブール値

標準設定: true
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

AUTHENTICATION_
DELAY_SECONDS

オンプレミス: AUTHENTICATION_DELAY_ACTIVEがtrueに設定されて

いる場合、この秒数が経過するまで、ALMOctaneは入力されたログイン資

格情報の確認を停止します。秒数のカウントは最初のログイン失敗から始

まります。この秒数が経過すると、ALMOctaneはログイン資格情報の確認

を再開します。

このサイト設定パラメーターを設定したときは、ALMOctaneサーバーを再起

動してください。

タイプ:整数

標準設定: 15秒

AUTHENTICATION_
MAX_ATTEMPTS

オンプレミス: AUTHENTICATION_DELAY_ACTIVEがtrueに設定されて

いる場合、ログイン試行回数がこの数を超えると、ALMOctaneはログインし

ようとしているユーザーをロックアウトします。

タイプ:整数

標準設定: 3

CALL_URL_ALLOW_
HTTP

URLの呼び出しルールで指定されたURLで、セキュアなhttpsプロトコルに加

えてhttpプロトコルを使用できるかどうかを指定します。

HTTPを使用する場合、要求の送信には標準ポート80のみを使用しま

す。

タイプ:ブール値

標準設定 : false

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方

CALL_URL_
REQUEST_TIMEOUT

URLの呼び出しの応答を待機する秒数。

タイプ:整数

標準設定 : 30秒

最小 : 10秒

最大 : 60秒
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

DEFAULT_GET_
PAGE_SIZE

返される項目数のデフォルト。

タイプ:整数

標準設定: 1000

最大: 10000

DEFAULT_
LANGUAGE

サイトまたは共有スペースのデフォルト言語。

タイプ:文字列

標準設定: lang.en

値:

英語 : lang.en
フランス語 : lang.fr
ドイツ語 : lang.de
日本語 : lang.jpn
ロシア語 : lang.ru
簡体字中国語 : lang.chs
スペイン語 : lang.esp

注 : これらは現在サポートされている値です。これらの言語のうちのいくつか

はサポートされなくなる場合があります。また、他の言語のサポートが追加さ

れる場合があります。

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方

ENABLE_AUDIT 監査ログを使用するかどうかを定義します。

タイプ:ブール値

標準設定: true

ENABLE_OUTPUT_
SANITIZATION

REST出力をサニタイズするかどうかを定義します。

タイプ:ブール値

標準設定: true

ENABLE_
SPRINTER_USAGE

ユーザーがSprinterを使用して手動テストを実行できるように、 [設定 ]に切り

替えスイッチを表示するかどうかを定義します。

タイプ:ブール値

標準設定: true

ALMOctaneユーザーガイド

サイト設定 (オンプレミス)

ALM Octane (12.55.17) 342 / 628ページ



* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

ENABLE_STORAGE_
MAX_SIZE_
VALIDATION

ファイルのストレージの最大サイズを検証するかどうかを定義します。

タイプ:ブール値

標準設定: true

EXTENSION_TO_
MIME_TYPE

設定パラメーター「ATTACHMENTS_FILE_EXTENSION_WHITE_LIST」
(339ページ)で定義された、ALMOctaneの添付として許可する拡張子のリ

ストに、サイト管理者がカスタムのファイル拡張子を追加できます。

ファイルタイプ (MIMEタイプ)は、ALMOctaneでサポートされているMIMEタイ

プである必要がありますが、拡張子は必要に応じて任意に選択できます。

注 : ALM Octaneは、Apache Tikaで有効と定義されたすべてのMIMEタイプ

をサポートしています。

http://grepcode.com/file/repo1.maven.org/maven2/org.apache.tika/tika-
core/0.6/org/apache/tika/mime/tika-mimetypes.xml

このパラメーターでは、カスタムのファイル拡張子とMIMEタイプとの1つ以上の

マッピングを指定します。

フォーマット : <カスタム拡張子>=text/plain [, <別のカスタム拡張子

>=text/plain]

各マッピングはセミコロン (;)で区切ります。

添付のMIMEタイプとファイル拡張子が一致するかどうかの検証を省略する

には、文字列値 falseを指定します。セキュリティ上の理由から、これはお

勧めしません。

タイプ:文字列

例 :
ext1=text/plain;
ext2=text/plain

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

EXTERNAL_HELP_
URL

ALMOctaneヘルプセンターをクラウド上で起動するかローカルサーバー上で

起動するかを指定します。

l true:ヘルプセンターを外部にある次のURLから起動します。

https://admhelp.microfocus.com/octane/

l falseまたは空白 :ヘルプセンターをローカルサーバーで起動します。このオ

プションは、ユーザーがインターネットにアクセスできない場合にのみ使用

します。

タイプ:ブール値

標準設定: true

FILE_EXTENSION_
WHITE_LIST_
DOWNLOAD

添付を開いたり、REST APIまたはFTP Explorerを介してダウンロードできる

ファイル拡張子。

各拡張子はセミコロン (;)で区切ります。

タイプ:文字列

標準設定: txt;doc;docx

FAILURE_
ANALYSIS_
INSIGHT_TEST_
FAILURE_
THRESHOLD

特定のパイプラインで、テストと対応するビルドを障害分析カードに表示す

るしきい値となる失敗したテストの割合 (%)を定義します。

このしきい値は、 [品質 ] - [最も多くのテストの失敗に関連しているコミット実

施者 ]や [品質 ] - [失敗したテストが最も多いビルド ]などの品質分析の問

題にのみ関連しています。

タイプ:整数

標準設定: 20

最小: 0

最大: 100

FILE_EXTENSION_
WHITE_LIST_
UPLOAD

添付を開いたり、拡張ストレージ、REST API、またはFTP Explorerを介し

てアップロードできるファイル拡張子。

各拡張子はセミコロン (;)で区切ります。

タイプ:文字列

標準設定: txt;doc;docx
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

FORGET_USER_ON_
DELETE

今後ユーザーを削除したときに、ALMOctaneでユーザーの詳細情報をすべ

て消去するかどうかを指定します。内部では、ユーザー指定の参照コードが

ユーザーの詳細情報の代わりに使用されます。

このパラメーターを変更したときには、必ずALMOctaneの [設定 ]を再読み

見込みしてからユーザーを削除してください。

このパラメーターを設定しても、すでに削除済みのユーザーには影響しませ

ん。

タイプ:ブール値

標準設定 : false

FORTIFY_POLLING_
DELAY_MINUTES

Fortify on Demandのスキャンが完了したかどうかを確認する間隔を設定し

ます (分単位 )。

タイプ:整数

標準設定 : 2

FORTIFY_POLLING_
TIMEOUT_HOURS

ALMOctaneでFortify on Demandのスキャンが完了したかどうかの確認を止

めるタイミングを指定します (時間単位 )。

タイプ:整数

標準設定 : 48

カスタマイズ可能なレベル:サイト

FORTIFY_UPPER_
LIMIT_OF_ ISSUES

ALMOctaneでFortify On Demandから取得する問題の数を設定します。

タイプ:整数

標準設定: 100

最大 : 500

カスタマイズ可能なレベル:サイト

IMPORT_TESTS_
FUSE

1回のインポート操作でインポートできるテストの最大数を定義します。

タイプ:整数

標準設定: 300
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

IMPORT_WORK_
ITEMS_FUSE

1回のインポート操作でインポートできる作業項目 (エピック、フィーチャー、ス

トーリー、不具合 )の最大数を定義します。

タイプ:整数

標準設定: 1000

LIST_NODE_
CHILDREN_
AMOUNT_PARAM_ID

ユーザー定義リストに追加できる値の最大数を定義します。

標準設定: 150

LOG_APPENDER_
MAX_SIZE

Apache Log4jの各アペンダーの最大サイズを定義します (MB単位 )。

形式は次のとおりです。

<log>Appender=#;<log>Appender=#;<log>Appender=#

ここで、

l appAppenderは、ALMOctane UIのログの名前です。

l siteAppenderは、ALMOctaneのサイト管理および共有スペース管理の

ログの名前です。

l restAppenderは、ALMOctane REST APIのログの名前です。

各ログ設定は、セミコロン (;)で区切ります。

タイプ:

l 文字列 (ログアペンダーのリスト )

l 整数 (各ログサイズ)

例 :

appAppender=16;
siteAppender=20;
restAppender=11

各ログの最小サイズ: 1

各ログの最大サイズ: 100
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

LOG_LEVEL 特定のログファイルのログレベルを変更します。

形式は次のとおりです。

<log_file>=<level>; <log_file>=<level>

各ログ設定は、セミコロン (;)で区切ります。

タイプ:

l 文字列 (ログのリスト )

l 文字列 (各レベル)

例 :

com.hp.mqm.dal=DEBUG;
com.hp.mqm.test=WARN

ログレベルに使用できる値 :

l DEBUG

l WARN

l INFO

l WARN

l FATAL

l ERROR

l TRACE
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

LOG_ROOT_LEVEL Apache Log4jの特定のアペンダーのログレベルを変更します。

形式は次のとおりです。

<log>Appender=<level>;<log>Appender=<level>;<log>Appender=<level>

ここで、

l appAppenderは、ALMOctane UIのログの名前です。

l siteAppenderは、ALMOctaneの [設定 ]のログの名前です。

l restAppenderは、ALMOctane REST APIのログの名前です。

各ログ設定は、セミコロン (;)で区切ります。

タイプ:

l 文字列 (ログのリスト )

l 文字列 (各レベル)

例 :

appAppender=WARN;
siteAppender=ERROR;
restAppender=TRACE

ログレベルに使用できる値 :

l DEBUG

l WARN

l INFO

l WARN

l FATAL

l ERROR

l TRACE
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

LOGIN_PAGE_
NOTICE

オンプレミス: ログインページの下部の [ログイン]ボタンの下に表示する

HTMLテキストを設定します。

基本的なHTMLテキストがサポートされています。

通知に使用できるテキストは1000文字以内です。長いテキストを使用する

場合は、別のページへのリンクを使用してください。

別のページにリンクする場合は、target="_blank"属性を使用して別の

ウィンドウに通知を表示することをお勧めします。

タイプ:文字列

標準設定:空白

最大文字数 : 1000

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方

例 :

l ○○社へようこそ。<br/>使用できるのは許可されたユーザーのみです。

l ○○社へようこそ。<br/><a href="https://www.thiscompany.com"
target="_blank" >各自の使用条件</a>を参照してください。<br/>ログイ

ンすると、これらの使用条件に同意し、本製品を使用することの意思表

示を行ったものとみなされます。

LOGO_TEXT ALMOctaneの左上に表示するテキストを設定します (会社名など)。

Unicodeの絵文字がサポートされています。

このパラメーターは、サイトレベルと共有スペースレベルの両方で設定できま

す。共有スペースレベルで設定した値は、サイトレベルで設定した値よりも

優先されます。

タイプ:文字列

標準設定: ALM OCTANE

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

MAIL_ATTACH_
MAX_SIZE

ALMOctaneから送信されるメールの添付ファイルの最大サイズ (KB単位 )
を設定します。

タイプ:整数

標準設定: 10485760

最小: 10240

最大: 10485760

MAIL_ATTACH_
TOTAL_MAX_SIZE

ALMOctaneから送信されるメールのすべての添付ファイルの最大合計サイ

ズ (KB単位 )を設定します。

タイプ:整数

標準設定: 10485760

最小: 10240

最大: 10485760

MAIL_FORMAT メールを送信するフォーマットを定義します。

タイプ:文字列

標準設定: HTML

使用できる値 :

l HTML

l TEXT

MAIL_MESSAGE_
CHARSET

送信される電子メールの文字セット。

タイプ:文字列

標準設定: UTF-8

MAIL_PROTOCOL メールプロトコル。

タイプ:文字列

標準設定: smtp

MAIL_SERVER_
HOST

メールサーバーホスト。

メールサーバーホストは、ALMOctane UIでも設定できます: [設定 ] > [サイ

ト ] > [サーバー] タブ

タイプ:文字列
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

MAIL_SERVER_
PORT

メールサーバーポート。

メールサーバーポートは、ALMOctane UIでも設定できます: [設定 ] > [サイ

ト ] > [サーバー] タブ

タイプ:整数

標準設定: 25

MAX_ ACTIVE_
USERS_PER_
SHAREDSPACE

共有スペースあたりのアクティブユーザーの最大数。

タイプ:整数

標準設定: 1000

MAX_
ATTACHMENT_
COUNT_PER_
ENTITY

1つのエンティティに追加できる添付の最大数。

複数のアップロードが同時に処理される場合などで、指定した添付の数を

わずかに超える場合があることに注意してください。

タイプ:整数

標準設定: 30

MAX_CARDS_TO_
DISPLAY

ボードのボードビューに表示するカードの最大数。

タイプ:整数

標準設定: 200

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方

MAX_PAGE_SIZE 返される項目の最大数。

タイプ:整数

標準設定: 20000

最小: 5000

最大: 20000 

MEMO_UDFS_LIMIT ワークスペースごとに定義できるメモタイプのUDFの最大数。

タイプ:数値

標準設定: 10

最大 : 30

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

MINUTES_UNTIL_
GLOBAL_SESSION_
TIMEOUT

セッションが使用中の場合に、セッションが存続する最大時間 (分 )。

タイプ:整数

標準設定: 1440分 (24時間 )

MINUTES_UNTIL_
IDLE_SESSION_
TIMEOUT

セッションが使用中でない場合に、セッションが存続する最大時間 (分 )。

タイプ:整数

標準設定: 180分 (3時間 )

ODATA_USE_
SERVER_BASE_URL

ALMOctaneがODataコンシューマーの要求に正常に応答しない場合、これ

はALMOctaneを参照するのに使用されているベースURLが正しいURLと異
なっているためであることが考えられます。

l true: ALM OctaneでSERVER_BASE_URLサイト設定パラメーターで指

定したURLを使用します。

l false: ALM Octaneでコンシューマーから要求された元のURLを使用しま

す。

タイプ:ブール値

標準設定: true

SERVER_BASE_URL サーバーのベースURL。

ALMOctaneサーバーは、多くの場合、外部からALMOctaneサーバーを参

照するのに使用されるベースURLを認識しません。これは、ベースURLがプ

ロキシサーバーレベルで設定されるためです。

このパラメーターは、外部で使用されるURLを手動で指定する場合に使用

します。これは、ALMOctaneサーバーからローカルネットワーク内で実行され

ない他のアプリケーションにベースURLを送信する必要がある場合に特に便

利です。

タイプ:文字列

例 :

http://host.domain:8080
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

SHARED_SPACES_
LOG_LEVEL

共有スペースの特定のログのログレベルを変更します。

形式は次のとおりです。

<shared_space_ID>=<level>;<shared_space_ID>=<level>;<shared_
space_ID>=<level>

各レベル設定は、セミコロン (;)で区切ります。

タイプ:文字列

例 :

1001=INFO;2001=WARN

使用できる値 :

l DEBUG

l WARN

l INFO

l WARN

l FATAL

l ERROR

l TRACE

SLACK_
INTEGRATION_
CLIENT_ID

ALMOctaneとSlackとの統合を行う場合、このパラメーターでSlackにアクセ

スするためのクライアント IDを設定します。これは、Slackアプリケーションの

[Basic Information] > [App Credentials]領域で確認できます。

タイプ:文字列

SLACK_
INTEGRATION_
SECRET

ALMOctaneとSlackとの統合を行う場合、このパラメーターでSlackにアクセ

スするためのクライアントシークレットを設定します。これは、Slackアプリケー

ションの [Basic Information] > [App Credentials]領域で確認でき

ます。

タイプ:文字列

SMTP_ADMIN_MAIL エンティティに対して、ユーザーがツールバーの [電子メールの送信 ]ボタンを

クリックしたときに使用される "From"アドレスを設定します。

空白の場合、現在のユーザーからメールが送信されます。

タイプ:文字列

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

SMTP_
AUTHENTICATION

SMTPサーバーで認証が必要かどうかを定義します。

タイプ:ブール値

標準設定: false

SMTP_ENABLE_
STARTTLS

メールサーバーに接続するときにSTARTTLSを使用するかどうかを指定しま

す。

タイプ:ブール値

標準設定: false

SMTP_
NOTIFICATION_
SENDER_EMAIL

「フォロー」通知やルールからの通知などの通知の電子メールをALMOctane
から送信する際に使用される "From"アドレスを設定します。

このパラメーターが意味を持つのは、通知がオンになっている場合のみです。

l このパラメーターが指定されていない場合、ALMOctaneは「SMTP_
ADMIN_MAIL」(353ページ)で指定された値を使用します。

l このパラメーターとSMTP_ADMIN_MAILのどちらの値も指定されていない

場合、通知は送信されません。

このパラメーターは、サイトレベルと共有スペースレベルの両方で設定できま

す。共有スペースレベルで設定した値は、サイトレベルで設定した値よりも

優先されます。

タイプ:文字列

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方

SMTP_PASSWORD SMTPサーバーに接続するのに使用するパスワードを設定します。

タイプ:文字列

SMTP_SSL_
SUPPORT

SSLを使用してSMTPサーバーに接続するかどうかを定義します。

タイプ:ブール値

標準設定: false

SMTP_USER SMTPサーバーに接続するのに使用するユーザーを設定します。

タイプ:文字列
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* 特に指定がない限り、設定パラメーターはサイトレベルでのみカスタマイズ可能で、スペース単位では

カスタマイズできません。*

設定パラメーター 説明

STORAGE_MAX_
FILE_SIZE

添付を含むストレージファイルの最大サイズを設定します (バイト単位 )。

このパラメーターは、サイトレベルで設定され、共有スペースレベルでは設定

されません。

タイプ:整数

標準設定: 10000000

最小: 10000

最大: 100000000

STORAGE_MAX_
SIZE

共有スペースごとのストレージの最大サイズを設定します (MB単位 )。

ワークスペースの使用可能なストレージは、スペースレベルで設定され、ワー

クスペース単位では設定されません。これは、ワークスペースの使用可能な

ストレージの合計容量が、スペース内のワークスペースで共有されることを意

味します。

タイプ:整数

標準設定: 10000

最小: 6000

最大: 20000

SUPPORTS_BASIC_
AUTHENTICATION

スペースごとにREST APIおよびODataに対して基本認証をアクティブ化する

かどうかを設定します。

この設定パラメーターを設定する場合は、

l スペースIDを指定する必要があります。

l 要求でHPE_REST_API_TECH_PREVIEWの値を指定した

HPECLIENTTYPEヘッダーを送信します。

タイプ:ブール値

標準設定: false

例 : 「設定パラメーター」(338ページ)を参照してください。

カスタマイズ可能なレベル:サイトとスペースの両方

参照情報 :
l 「設定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー)」(337ページ)
l Developer HelpのRESTAPIを使用した設定パラメーターの設定
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LDAPのセットアップ
組織のLDAPシステムを使用して、ALM Octaneユーザーの管理と認証を行うことができ
ます。

注意: LDAP認証をセットアップすると、ALM Octaneに組み込まれたネイティブの

内部ユーザー管理は使用できなくなります。ALM Octaneの内部ユーザー管理

で作成したユーザーと、LDAPからインポートしたユーザーを混在させることはでき

ません。

このトピックの内容:

1. 「LDAPの設定フロー」(356ページ)
2. 「LDAPユーザー認証のセットアップ方法を計画する」(357ページ)
3. 「LDAPからのユーザーのエクスポート」(360ページ)
4. 「LDAPユーザーのALM Octaneへのインポート」(362ページ)
5. 「ALM OctaneにLDAPユーザーを取り込む (オンプレミス)」(363ページ)
6. 「LDAPユーザーおよびLDAPサーバーのプロパティの更新 (オプション)」(364ページ)

LDAPの設定フロー

計画 ユーザー管理でALM OctaneがLDAPと連携する仕組みを理解し、
計画を作成します。詳細については、「LDAPユーザー認証のセット
アップ方法を計画する」(357ページ)を参照してください。

設定 インストール時またはインストール後の任意のタイミングで、
octane.ymlファイル内にLDAPの設定を定義します。詳細について
は、『ALM Octaneインストールガイド』のその他の設定項目の設定
方法を参照してください。
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再起動 ALM Octaneサーバーを再起動します。octane.ymlファイルで定義し
たLDAPの設定は、ALM Octaneサーバーを再起動するたびに反映
されます。サーバーの再起動の詳細については、『ALM Octaneイン
ストールガイド』を参照してください。

注:サーバーを再起動すると、以前に定義したネイティブの

ALM Octaneユーザー (管理者および通常ユーザー)は、

ALM Octaneサーバーにアクセスできなくなります。octane.yml
ファイルで定義されたAdminDNユーザーのみがアクセスできま

す。AdminDNは、(octane.ymlで定義された名前を使用せ

ず)指定されたdnを使用してログインします。

LDAPシステ
ムからのユー
ザーのエクス
ポート

LDAP設定ツールを使用して、ユーザーをエクスポートします。詳細
については、「LDAPからのユーザーのエクスポート」(360ページ)を参
照してください。

LDAPユー
ザーのALM
Octaneへのイ
ンポート

ALM Octaneの [設定 ]領域を使用して、LDAPユーザーをインポー
トします。LDAPユーザーは、スペースまたはワークスペースにインポー
トできます。それぞれ、共有スペース管理者またはワークスペース管
理者の権限が必要です。「LDAPユーザーのALM Octaneへのイン
ポート」(362ページ)を参照してください。

ALM Octane
にLDAPユー
ザーを含める

すべてのLDAPユーザーを一括操作でエクスポートしてインポートする
代わりに、ALM Octaneの [設定 ]領域で特定のLDAPユーザーを取
り込むことができます。詳細については、「LDAPのセットアップ」(356
ページ)を参照してください。

更新 (オプショ
ン)

その後必要に応じて、LDAPユーザーまたはLDAPサーバーのプロパ
ティを更新します。詳細については、「LDAPユーザーおよびLDAP
サーバーのプロパティの更新 (オプション)」(364ページ)を参照してくだ
さい。

LDAPユーザー認証のセットアップ方法を計画する

ここでは、ALM OctaneでのLDAPユーザー認証のセットアップ方法の計画について説明
します。これには、次のものが含まれます。

l 「重要な考慮事項」(358ページ)
l 「ALM OctaneによるLDAPユーザーの認証方法を理解する」(358ページ)
l 「組織のLDAPシステムに基づいたALM Octaneユーザーの作成方法を決定する」
(358ページ)
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l 「ALM OctaneでのLDAPユーザーの識別方法およびLDAPからのユーザーの追加方
法を理解する」(359ページ)

重要な考慮事項

LDAPユーザー管理の設定を行った後で、ネイティブの内部ユーザー管理に戻すことは
できません。

ALM Octaneでは、LDAPユーザーとネイティブの内部ユーザーを同時に管理することは
サポートされていません。

LDAPを設定すると、ネイティブの内部ユーザーはALM Octaneにログインできなくなりま
す。これらのユーザーは、LDAPユーザーとして取り込むかインポートする必要がありま
す。そのため、LDAPの設定後に、これらのユーザーを非アクティブ化することをお勧めし
ます。

ALMOctaneによるLDAPユーザーの認証方法を理解する

ALM Octaneは、LDAPユーザーがログインする際に、そのユーザーを認証します。

1. ALM Octaneにログインする際に、LDAPユーザーはユーザー名とパスワードを入力し
ます。

2. ALM Octaneは、LDAPユーザーリストでユーザー名を検索します。

3. ALM Octaneは、そのユーザーをLDAP DNに対応付けます。

ALM Octaneでは、これを行うのに、octane.ymlという設定ファイルのマッピング設定
を使用します。詳細については、「設定」(356ページ)を参照してください。

4. ALM Octaneは、dnでLDAP内のユーザーを特定し、ユーザーが認証されるかどうか
を確認します。

組織のLDAPシステムに基づいたALMOctaneユーザーの作成方法を決
定する

ユーザーの管理には、組織のLDAPシステムを使用します。

ただし、LDAPシステム内の既存ユーザーの詳細を取得し、それをALM Octaneにイン
ポートするのには、次のいずれかの方法を使用します。

方法 説明

エクスポートと
インポート

LDAPユーザーを.csvファイルにエクスポートし、ALM Octaneの [設
定 ]を使用してその.csvファイルをインポートします。「LDAPユーザー
のALM Octaneへのインポート」(362ページ)を参照してください。これ
は、初めてLDAPの設定を行う場合 (一度に多数のLDAPユーザー
をALM Octaneに追加する場合 )に便利です。
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方法 説明

ユーザーの取り
込み

ALM Octaneの [設定 ]領域で、LDAPユーザーを取り込みます。こ
れは、エクスポートやインポートを繰り返すことなく、個々のLDAP
ユーザーを定期的に追加するのに便利です。「LDAPのセットアップ」
(356ページ)を参照してください。

REST API REST APIを使用してLDAPユーザーを作成するには、特定の
LDAP属性を指定してユーザーをPOSTします。

REST APIを使用して、 .csvファイルから既存のLDAPユーザーをイン
ポートすることはできません。手動で新規ユーザーを作成する場合
は、ユーザーの詳細がLDAPシステム内の既存ユーザーの詳細に対
応している必要があります。

REST APIを使用したユーザーの作成の詳細については、
Developer HelpのLDAPユーザーの作成に関する説明を参照して
ください。

ALMOctaneでのLDAPユーザーの識別方法およびLDAPからのユーザー
の追加方法を理解する

この方法を理解した上で、LDAPユーザーがALM Octaneの既存ユーザーに正しくマッピ
ングされるようにする必要があります (既存ユーザーが存在する場合 )。

ALM Octaneでは、次のフローを使用して、以下のことを行います。

l LDAPユーザーがALM Octane内にすでに存在しているかどうかを判定します。

l 必要に応じて、ALM Octaneで新規ユーザーを作成します。新規ユーザーには、標
準設定のワークスペースとチームメンバーロールが割り当てられます。

フロー
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l インポートしたLDAPユーザーの不変のUUID (ユニバーサル一意識別子 )またはmail
が、既存のALM OctaneユーザーのuidおよびlogonNameと一致しない場合、その
ユーザーは新規とみなされます。

この場合、ALM Octaneは対応するLDAPユーザーの詳細を使用して新規ユーザー
を作成します。

マッピングは、octane.ymlファイルで設定されます。詳細については、『ALM Octaneイ
ンストールガイド』のその他の設定項目の設定方法を参照してください。

マッピング ALM
Octane

LDAP 例

不変のユニバーサル一意識別
子

uid UUID OpenLDAPの
entryUUID

すべてのALM Octaneユーザー
間の一意識別子

logonName mail

l インポートしたLDAPユーザーの不変のUUID (ユニバーサル一意識別子 )またはmail
が、既存のALM Octaneユーザーのuidと一致するか、LDAPのmailが既存のALM
OctaneユーザーのlogonNameと一致する場合、そのユーザーは既存とみなされます。

この場合、ALM Octaneは既存のネイティブのALM Octaneユーザーの詳細を、対応
するLDAPユーザーの詳細に更新します。

ALM Octaneでは、インポートしたLDAPユーザーの詳細と一致しない既存のネイティブ
ユーザーをどのように処理するのですか? 

ALM Octaneの内部ユーザー管理で作成したユーザーと、LDAPからインポートしたユー
ザーを混在して使用することはできないため、LDAPユーザーでないALM Octaneユー
ザーはALM Octaneにログインできません。この場合は、これらのユーザーを手動で非アク
ティブ化することをお勧めします。ユーザーの非アクティブ化の詳細については、「ロールの
割り当て」(387ページ)を参照してください。

LDAPからのユーザーのエクスポート

ここでは、LDAPのユーザーを.csvファイルにエクスポートする方法について説明します。こ
の.csvファイルのユーザーは、後でALM Octaneにインポートします。

これは、ALM OctaneでLDAPユーザーの追加を初めて行う場合 (一度に多数のユー
ザーを作成する場合 )に便利です。

1. LDAP管理者は、関連するユーザーのみがエクスポートされるように、LDAPで適切
なフィルターを定義する必要があります。通常は、すべてのLDAPユーザーをALM
Octaneにエクスポートする必要はありません。

2. LDAP設定ツールで、ユーザーの詳細を.csvファイルにエクスポートします。

LDAPサーバーが複数存在する場合は、LDAPサーバーごとに別の.csvファイルを作
成します。
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ユーザーの詳細をエクスポートする際には、octane.ymlファイルに記載された正確な
属性を、属性が記載された正確な順序で使用する必要があります。

.csvファイルは、次の内容で構成されます。

l octane.ymlファイル内の属性名で構成されるヘッダー行。

l ヘッダーの各属性の値を含むユーザーごとの行。

例

entryDN,entryUUID,givenName,sn,cn,mail,telephoneNumber

"cn=admin1,ou=pcoe_alm_users,dc=maxcrc,dc=com","b5d4a886-2347-435a-8557-
e3d8561b5f38","Tony ","Stark ","Tony Stark ","TS@TheCompany.com",0133456789

"cn=admin10,ou=pcoe_alm_users,dc=maxcrc,dc=com","e2e455ad-9248-48bf-b6ce-
86ffc8d11f9c","Chris ","Thompson ","Chris Thompson
","CT@TheCompany.com",5223456789

"cn=admin11,ou=pcoe_alm_users,dc=maxcrc,dc=com","10fd9c99-3ea2-4a67-bb22-
053aef055635","Greg ","Santora ","Greg Santora
","GS@TheCompany.com",0120956789

"cn=admin2,ou=pcoe_alm_users,dc=maxcrc,dc=com","05f85a65-f661-4a0e-a21b-
567944b7e779","Kenny ","Smith ","Kenny Smith
","KS@TheCompany.com",0123456734

"cn=admin3,ou=pcoe_alm_users,dc=maxcrc,dc=com","54734767-2a83-4527-86d3-
260c893e52d8","Maria ","Jose ","Maria Jose ","MJ@TheCompany.com",0123555789

"cn=admin4,ou=pcoe_alm_users,dc=maxcrc,dc=com","96920f66-a0dd-4d38-b25f-
ee76e0bffd90","Peter ","Klein ","Peter Klein
","PK@TheCompany.com",0111156789

ヘッダー行とユーザー行の間に余分な行を含む形で.csvファイルがエクスポートされ
た場合は、余分な行を削除します。

この手順の例については、このナレッジベース記事を参照してください。

3. .csvファイルへのエクスポートが済んだら、(Microsoft Excelではなく) メモ帳などのシンプ

ルなテキストエディターを使用して、以下を確認します。

l ファイルにすべてのヘッダーが含まれている。

l カラムがoctane.ymlファイルの順に配置されている。

l エクスポート処理時に追加されたカラムがない。一部のLDAP設定ツールでは、
エクスポート時にDNなどのカラムが自動的に追加されることがあります。

注意:参照するだけの場合でも、Microsoft Excelでファイルを開かないように

してください。Microsoft Excelで.csvファイルを開くと、ファイルがcsv以外の形

式に変更される可能性があります。ALM Octaneは、csv形式のみをサポー

トしています。
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LDAPユーザーのALM Octaneへのインポート

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

ここでは、(前の手順で作成した) .csvファイルからLDAPユーザーをALM Octaneにイン
ポートする方法について説明します。

1. octane.ymlファイルで定義されたAdminDnユーザーのログイン名を使用して、ALM
Octaneにログインします。

2. [設定 ] で、 [スペース]を選択し、スペースまたはワークスペースを選択します。これ
により、ユーザーをインポートするコンテキストが決まります。

スペース スペースのユーザーを作成または更新します。

新規ユーザーには、標準設定のワークスペースとチームメンバー
ロールが割り当てられます。このロールは、他のロールが割り当
てられるまでの、すべての新規ユーザーの標準設定ロールです。

ワークスペース ワークスペースユーザーを作成または更新します。

ワークスペースユーザーには、インポートダイアログで選択したロー
ルが割り当てられます。

3. [ユーザー]タブを選択します。

4. ツールバーの [インポート ]をクリックします。

5. インポートダイアログで、以下の内容を選択します。

l 関連する.csvファイル。

注: LDAPサーバーが複数存在する場合は、それぞれのファイルを個別に

インポートします。

l .csvファイルをエクスポートしたLDAPサーバー。

[OK]をクリックしてインポートします。

6. インポート後に返される応答を確認します。この応答には、正常にインポートされた
ユーザー数と、正常にインポートされなかったユーザーに関するエラーが表示されま
す。

エラーでは、正常にインポートされなかった.csvファイル内のユーザーが具体的に示さ
れます。ユーザーは.csvファイルの行番号のインデックスを用いて識別されますが、最
初の行はヘッダー行で、実際のデータは含まれていないことに注意する必要があり
ます。

エラーがある場合は、LDAPユーザー設定ツールまたは.csvファイルでエラーを解決し
ます。その後、 .csvファイルを再度インポートします。
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エラーレポートは、相関 IDを使用してサーバーログで確認することもできます。ログ
site.logを参照してください。通常、このログファイルは、次の場所にあります:
C:/octane/log/nga/site/site.log

ALM OctaneにLDAPユーザーを取り込む (オンプレミス)

共有スペース管理者の権限が必要です。

ここでは、ALM OctaneにLDAPユーザーを取り込む方法について説明します。

これは、最初にすべてのLDAPユーザーをインポートした後で、新しいユーザーがLDAPに
追加された場合などに役立ちます。

1. ALM Octaneにログインします。

2. [設定 ] で、 [スペース]を選択し、スペースを選択します。

3. [ユーザー]タブのグリッドビューを選択します。

4. ツールバーで、 をクリックします。

5. [LDAPユーザーを含める]ダイアログで、以下を入力します。

LDAPサーバー ユーザーを取り込むLDAPサーバーの名前。

これは、octane.ymlファイルのhost設定で定義されたLDAPサー
バーです。この設定ファイルの詳細については、『ALM Octaneイ
ンストールガイド』を参照してください。

ディレクトリベー

ス

ユーザーの検索に使用するLDAPパスのルート。

これは、octane.ymlファイルのbaseDirectories設定で定義され
たLDAPサーバーです。この設定ファイルの詳細については、
『ALM Octaneインストールガイド』を参照してください。

ベースフィルター 検索時に使用するLDAPフィルター。

これは、octane.ymlファイルのbaseFilters設定で定義された
LDAPサーバーフィルターです。この設定ファイルの詳細について
は、『ALM Octaneインストールガイド』を参照してください。

検索テキスト 検索する文字列を正確に入力します。部分一致はサポートさ
れていません。

名、姓、電子メール、ログイン名を検索できます。

3. をクリックします。

検索条件に一致するLDAPユーザーのリストが表示されます。

ALM Octaneにすでに存在するLDAPユーザーはリストに表示されません。
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ヒント :最大100件の結果がリストに表示されます。表示される結果の数が

多い場合は、検索条件を絞り込むことができます。

4. 検索結果のリストから、取り込むユーザーを選択します。

5. [含める]をクリックしてユーザーを追加します。

LDAPユーザーおよびLDAPサーバーのプロパティの更新 (オプ
ション)
ここでは、最初にインポートした後で、LDAPユーザーまたはLDAPサーバーのプロパティを
変更したときに、ALM Octaneを更新する方法について説明します。

ALM OctaneでLDAPを使用する場合、ALM Octaneではユーザーアバター以外のユー
ザーの詳細は管理されません。ユーザーの詳細は、LDAPサーバーで管理されます。

最初にインポートした後で、LDAPシステムでユーザーに変更を加えた場合は、次のい
ずれかの操作を実行します。

l すべてのLDAPユーザーを、ALM Octaneに再度インポートします。これは、多数の
ユーザーを更新する場合にまとめて操作を行うのに便利です。

l ALM OctaneのREST APIを使用して、関連するユーザー属性を更新します。これ
は、変更するユーザーが少数の場合に便利です。詳細については、Developer
Helpを参照してください。

l 変更内容に新規ユーザーの追加が含まれる場合は、ALM Octaneの [設定 ]で
[LDAPユーザーを含める]機能を使用して新規ユーザーを追加します。詳細について
は、「LDAPのセットアップ」(356ページ)を参照してください。これは、少数の新規
LDAPユーザーの追加を行う場合に便利です。

ここでは、LDAPの更新が必要になるシナリオと、インポートを使用して更新を行う方法
について説明します。
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ユーザー属性の

変更

この変更には、特定のユーザー属性 (ユーザーの姓など)の変更な
どが含まれます。

注 :

l ALM OctaneのユーザーID (uid)を変更することはできません。これ
は、ALM OctaneがALM OctaneとLDAPとの同期用に内部で各
ユーザーを識別するための属性です。

l logonName属性はいつでも変更できますが、 logonNameはALM
Octaneのすべてのユーザー間で一意である必要があります。

ユーザーの詳細を更新するには、次の手順を実行します。

1. LDAP設定ツールで、ユーザーの詳細を更新します。

2. 新しい.csvファイルにユーザーを再度エクスポートし、属性が
octane.ymlファイルと同じ正確な順序で配置されていることを確
認します。

3. .csvファイルをALM Octaneに再度インポートします。

LDAPサーバー

の変更

この変更には、特定のLDAPサーバー属性 (LDAPサーバーのIDや
IPアドレスなど)の変更などが含まれます。

LDAPサーバーIDを更新する場合は、ALM Octaneでユーザーを更
新する必要があります。これは、LDAPサーバーの詳細が、各LDAP
ユーザーの詳細にも含まれているためです。

LDAPサーバーの詳細を更新するには、次の手順を実行します。

1. 変更後のLDAPサーバーでLDAP設定ツールを使用して、ユー
ザーを.csvファイルにエクスポートします。

ユーザーの詳細をエクスポートする際には、octane.ymlファイルに
記載された正確な属性を、属性が記載された正確な順序で
使用する必要があります。

2. octane.ymlファイルで、LDAPサーバーの詳細を変更します。詳
細については、 『ALM Octaneインストールガイド』を参照してく
ださい。

3. ALM Octaneサーバーを再起動します。サーバーの再起動方法
の詳細については、『ALM Octaneインストールガイド』を参照し
てください。

4. ALM Octaneで、 .csvファイルを再度インポートします。 [インポー
ト ]ダイアログで、変更後のLDAPサーバーの名前を選択しま
す。

ユーザーの詳細 (サーバーの詳細を含む)が更新されます。
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参照情報 :
l octane.ymlファイル。『ALM Octaneインストールガイド』のその他の設定項目の設

定方法を参照してください。

l 「ユーザーの管理」(380ページ)

パスワードの変更
パスワードは自分で変更するか、管理者に変更してもらいます。

このトピックの内容 :

l 「自分のパスワードの変更」(366ページ)
l 「別のユーザーのパスワードの変更 (オンプレミス)」(366ページ)

自分のパスワードの変更

本項では、Saasおよびオンプレミスで自分のパスワードを変更する方法について説明し
ます。

SaaS
MyAccountにログインし、ユーザー領域でパスワードを変更します。

オンプレミス

オンプレミスユーザーは、次の手順に従って各自のパスワードを変更できます。

注:共有スペース管理者に他のロールが割り当てられていない場合、共有ス

ペース管理者は自身のパスワードを変更できません。

1. 上部のバナーで、 をクリックします。

2. ユーザー詳細の下で、 [パスワードの変更 ]をクリックします。

3. 古いパスワードを入力します。古いパスワードを忘れた場合は、共有スペース管理
者に変更してもらってください。

4. 新しいパスワードを入力し、確認します。

5. パスワードは長さ8文字以上で、英大文字、英小文字、数字または記号をそれぞ
れ1文字以上含む必要があります。

別のユーザーのパスワードの変更 (オンプレミス)
共有スペース管理者とワークスペース管理者は、次の手順に従って別のユーザーのパス
ワードを変更できます。
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注:共有スペース管理者は、任意のユーザーのパスワードを変更できます。ただ

し、割り当てられているロールが共有スペース管理者のみである場合、自身のパ

スワードを変更することはできません。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースまたはワークスペースを選択します。

2. [ユーザー]タブで、行をクリックしてユーザーを選択します。ユーザーのパスワードの変
更は1人ずつ行う必要があります。

3. [パスワードの変更 ]をクリックします。

4. 新しいパスワードを入力し、確認します。

パスワードは長さ8文字以上で、英大文字、英小文字、数字または記号をそれぞ
れ1文字以上含む必要があります。

5. [パスワードの変更 ]をクリックします。

参照情報 :
l 『MyAccount User Guide』
l 「ユーザーの管理」(380ページ)
l 「LDAPのセットアップ」(356ページ)

スペースの設定
本項では、サイト管理者、共有スペース管理者、およびワークスペース管理者が、ス
ペースを設定するのに使用する手順について説明します。

以下の手順に加えて、共有スペース管理者は関連するスペースの設定パラメーターを
設定することもできます。詳細については、「設定パラメーターの設定 (テクニカルプレ
ビュー)」(337ページ)を参照してください。

トピック 説明

「スペースの管理」(368
ページ)

共有スペースと個別スペースの両方を管理する手順につい
て説明します。

「ワークスペースの管
理」(375ページ)

ワークスペースを管理する手順について説明します。

「ユーザーの管理」
(380ページ)

スペースやワークスペースにユーザーを追加する方法、および
必要に応じてユーザーを削除または非アクティブ化する方
法について説明します。

「ロールの割り当て」
(387ページ)

ユーザーにロールを割り当てることで、特定の権限を付与す
る方法について説明します。
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トピック 説明

「リリースのセットアップ」
(395ページ)

関連する共有スペースまたはワークスペースでリリースをセット
アップし、タイムラインとワークフォースを定義する方法につい
て説明します。

「チームの管理」(400
ページ)

各ワークスペースでチームを作成し、担当するリリースにチー
ムを割り当てる方法について説明します。

「フォームのデザイン」
(403ページ)

フォームに含めるフィールドを選択し、フォームのレイアウトを
デザインする方法について説明します。

「フィールドのカスタマイ
ズ」(407ページ)

ユーザー定義フィールド (UDF)を作成し、システムフィールド
とUDFの両方でフィールドの表示名を変更する方法につい
て説明します。

「リストのセットアップ」
(413ページ)

システムリストの値を変更し、独自のリストを作成する方法
について説明します。

「ルールのセットアップ」
(416ページ)

特定の条件が満たされている場合に、ALM Octaneでアク
ションをトリガーするルールをデザインする手順について説明
します。

「ワークフローのフェーズ
と遷移のセットアップ」
(436ページ)

フェーズとフェーズ間の遷移方法を定義して、開発ワークフ
ローをセットアップする方法について説明します。

スペースの管理
ALM Octaneには、さまざまなスペースやコンテキストが存在します。ユーザーが操作でき
るスペースやコンテキストは、それぞれの権限によって異なります。このトピックでは、スペー
スを管理する方法について説明します。

このトピックの内容 :

l 「スペースについて」(369ページ)
l 「サイトのスペースの表示 (オンプレミス)」(371ページ)
l 「スペースの作成 (オンプレミス)」(371ページ)
l 「スペースの設定の編集」(371ページ)
l 「ユーザーの管理」(372ページ)
l 「ストレージの管理」(373ページ)
l 「スペースのアップグレード (オンプレミス)」(374ページ)
l 「スペースのバックグラウンドジョブの確認」(374ページ)
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スペースについて

スペースは、権限に応じて、ALM Octaneのユーザーが作業できるコンテキストです。

スペースはワークスペースのコンテナーです。ワークスペースの詳細については、「ワークス
ペースの管理」(375ページ)を参照してください。

オンプレミス:サイト管理者はスペースを作成できます。

共有スペース管理者はスペースを管理します。共有スペース管理者は、ワークスペース
のスペースへの関連付け、ユーザーの定義、およびAPIアクセスの設定を行うことができま
す。共有スペース管理者が行える操作の詳細については、「共有スペース管理者」
(389ページ)を参照してください。

共有スペース管理者は、個別スペースと共有スペースを作成できます。

個別スペース

共有スペース管理者は、ユーザーとAPIアクセスを定義できます。

個別スペースに関連付けられたワークスペースには、それぞれ固有のデータセットがありま
す。これは、ワークスペース管理者のみがカスタマイズします。

アイコンは、スペースが個別スペースであることを表し、エンティティの横に表示されて
いる場合は、エンティティがワークスペース間で共有されていないことを示します。

共有スペース

共有スペース管理者は、ユーザーとAPIアクセスを定義できます。

また、共有スペース管理者は、ワークスペース間で共有されるデータをカスタマイズするこ
ともできます。これには、リリース、ユーザー定義フィールド、フォームなどが含まれます。
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アイコンは、スペースが共有スペースであることを表し、エンティティの横に表示されて
いる場合は、エンティティがワークスペース間で共有されていることを示します。

一部のエンティティは、共有スペース (関連付けられたすべてのワークスペースに影響 )と
個々のワークスペースの両方でカスタマイズできます。ワークスペース管理者のみが、
個々のワークスペースのエンティティをカスタマイズします。

共有スペース

共有スペースでのみカスタ

マイズ可能 (関連付けら

れたすべてのワークスペー

スに影響 )

共有スペースに関連付け

られたすべてのワークスペー

ス、および個々のワークス

ペースでカスタマイズ可能

個々のワークスペースでの

みカスタマイズ可能

l リスト項目 (ステータス、
フェーズなど)。

l APIアクセス

l リリースとマイルストーン

l フォーム

l ルール

l ユーザー

l ユーザー定義フィールド
(UDF)

l ワークフロー

l チーム

例

社内にハードウェア開発、ソフトウェア開発、および内部開発という3つの開発部門が
存在するとします。

ハードウェアとそれに付随するソフトウェアは、同じリリーススケジュールでリリースされ、公
開されます。ハードウェア開発とソフトウェア開発の2つの部門の成果物は工程が異な
る場合でも、リリーススケジュールは同じです。また、一部のテスト担当者は、ハードウェ
アとソフトウェアの両方をテストします。

内部開発部門は異なるスケジュールで活動しており、ハードウェア開発およびソフトウェ
ア開発の2つの部門と共通する活動は行っていません。

l Hardwareというワークスペース、Softwareというワークスペース、およびInternalというワー
クスペースを作成します。

l External_Deliverablesという共有スペースを作成します。この共有スペースに、
HardwareワークスペースとSoftwareワークスペースを追加します。これらのワークスペー
スでは、リリースとユーザーが共有されます。

l Internal_Deliverablesという個別スペースを作成します。このスペースにInternalワーク
スペースを追加します。このスペース内のワークスペースは、他のワークスペースと情報
を共有しません。
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サイトのスペースの表示 (オンプレミス)

サイト管理者の権限が必要です。

[設定 ] で、 [サイト ]を選択します。サイトにあるスペースの一覧を参照し、詳細を表示
するスペースを選択します。

アイコンは、スペースが共有 か、個別 かを表します。

詳細を参照する際には、スペースで行われた変更の履歴も参照できます。詳細につい
ては、「項目の履歴の表示」(96ページ)を参照してください。

スペースの作成 (オンプレミス)

サイト管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [サイト ]を選択します。

共有スペースを作成するには、 をクリックします。

個別スペースを作成するには、 をクリックします。

2. スペースに名前を付けます。

3. 各サイトのデータベースをデータベース管理者が管理していて、ALM Octaneで独自
のスキーマを作成することが許可されていない場合は、 [既存のスキーマの使用 ]を
チェックします。使用する既存のスペーススキーマの名前とパスワードを入力します。

4. ワークスペースを作成し、スペースに関連付けます。詳細については、「ワークスペー
スの管理」(375ページ)を参照してください。

スペースの設定の編集

スペースの設定を変更およびカスタマイズします。

共有スペース管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [スペース]を選択して、スペースを選択します。

2. ユーザーを追加し、APIアクセスをセットアップすることで、スペースを編集します。

スペースが共有 である場合は、リリース、チーム、UDF、フォーム、ワークフロー、
およびルールの追加を行うこともできます。
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ユーザーの管理

ユーザー管理には、ユーザーの追加、既存ユーザーのワークスペースへの追加、ユーザー
へのロールの追加などが含まれます。

サイト管理者、共有スペース管理者、またはワークスペース管理者の権限が必

要です。

1. [設定 ] で、各自の権限に応じて [サイト ]または [スペース]をクリックします。

2. [ユーザー]タブを選択します。

3. 各自のロールに応じて、ユーザーを追加または編集します。

ユーザー管理の機能 オンプレミス:
サイト管理者

共有スペース

管理者

ワークスペース

管理者

現在のコンテキスト (サイト、ス
ペース、またはワークスペース)
にユーザーを追加する。詳細
については、「ロールの割り当
て」(387ページ)を参照。

個別のLDAPユーザーをス
ペースに追加する。詳細につ
いては、「ALM Octaneに
LDAPユーザーを取り込む (オ
ンプレミス)」(363ページ)を参
照。

オンプレミス:

スペースの既存ユーザーをワー
クスペースに追加する。詳細
については、「既存ユーザーの
ワークスペースへの追加」(383
ページ)を参照。

ワークスペースユーザーから
ロールを削除する。詳細につ
いては、「ロールの割り当てま
たは削除」(393ページ)を参
照。
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ユーザー管理の機能 オンプレミス:
サイト管理者

共有スペース

管理者

ワークスペース

管理者

ユーザーリストに表示する
フィールドを選択する、リストを
ソートする、リストをMicrosoft
Excelにエクスポートする。

オンプレミス: ユーザーパスワー
ドを設定する。

ユーザーに追加ロールを割り
当てる。詳細については、
「既存のユーザーに対する
ロールの割り当てまたは割り
当て解除」(393ページ)を参
照。

他のユーザーにサイト管理者
のロールを割り当てる。詳細
については、「既存のユーザー
に対するサイト管理者ロール
の割り当て」(395ページ)を参
照。

ユーザーをアクティブ化または
非アクティブ化する。詳細につ
いては、「ロールの割り当て」
(387ページ)を参照。

オンプレミス: SaaS: SaaS:

ストレージの管理

ワークスペースの使用可能なストレージは、スペースレベルで設定され、ワークスペース単
位では設定されません。これは、ワークスペースの使用可能なストレージの合計容量
が、スペース内のワークスペースで共有されることを意味します。

オンプレミス: サイト管理者は、STORAGE_MAX_SIZE設定パラメーターを使用して、ス
ペースごとのストレージの最大サイズを設定できます。詳細については、『ALM Octaneイ
ンストールガイド』のストレージの最大サイズ (STORAGE_MAX_SIZE)の設定に関す
る情報を参照してください。
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スペースのアップグレード (オンプレミス)
ALM Octaneの以前のバージョンからアップグレードしたときには、アップグレードが必要な
スペースの有無を確認します。以下の手順を使用して、これらのスペースをアップグレー
ドします。

サイト管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [サイト ]をクリックし、 [スペース]タブをクリックします。

2. スペースを選択し、 [アップグレード ]をクリックします。

[アップグレード ]が利用できるのは、選択したスペースにアップグレードが必要な場合
のみです。

[更新 ]をクリックしてスペースの最新のステータスを確認します。

3. ワークスペース名は、スペース内で一意の識別子です。同じ名前のアップグレードさ
れたワークスペースがある場合、ALM Octaneによりワークスペース名の末尾に数字
のサフィックス (_1、_2など)が追加されます。必要に応じて、ALM Octaneはサフィッ
クスを追加する際に、255文字より長いワークスペース名の末尾の文字を切り捨て
ます。

アップグレードが済んだら、ワークスペースの名前を確認します。名前は必要に応じ
て変更できます。

スペースのバックグラウンドジョブの確認

バックグラウンドジョブには、他のアクティビティとともに、スペースのアップグレード後に実行
されるプロセスが含まれます。スペースは、すべてのバックグラウンドジョブが完了してから
でないと完全にアップグレードされません。定期的にチェックして、アップグレードしたス
ペースの準備ができたかどうか確認します。

サイト管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [サイト ]をクリックし、 [スペース]タブをクリックします。

2. 共有スペースを選択し、 [バックグラウンドジョブ]をクリックします。

次のステップ
l 「ワークスペースの管理」(375ページ)
l 「ロールの割り当て」(387ページ)
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ワークスペースの管理
ワークスペースは個別の作業領域です。各ワークスペースは、ALM Octaneの同じサイト
上で管理されるプロジェクト、プログラム、またはプロダクトを表します。このトピックでは、
ワークスペースを管理する方法について説明します。

このトピックの内容 :

l 「ワークスペースについて」(375ページ)
l 「ワークスペースの作成」(377ページ)
l 「ワークスペース設定の編集」(377ページ)
l 「ユーザーの管理」(378ページ)
l 「ワークスペースのストレージの管理」(379ページ)

ワークスペースについて

ワークスペースは個別の作業領域で、それぞれがALM Octaneの同じサイト上で管理さ
れるプロジェクト、プログラム、またはプロダクトを表しています。

ワークスペースは、スペースに関連付けられます。ワークスペースの詳細については、「ス
ペースの管理」(368ページ)を参照してください。

誰がワークスペースを管理するか

l 共有スペース管理者は、ワークスペースの作成を行います。共有スペース管理者が
行える操作の詳細については、「共有スペース管理者」(389ページ)を参照してくだ
さい。

l ワークスペース管理者は、作成されたワークスペースの管理を行います。ワークスペー
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ス管理者が行える操作の詳細については、「ワークスペース管理者」(390ページ)を
参照してください。

ワークスペースにはどのようなデータが含まれるか

ワークスペースには、バックログ、アプリケーションモジュール、テスト、不具合、カスタマイズ
設定などのデータを含めることができます。

ワークスペース間でデータを共有できるか

共有されるスペース 隔離されるスペース

共有スペースに関連付けられたワークス
ペース間では、リリースやルールなどの項
目を共有できます。

データを共有するには、特定のワークス
ペースではなく、関連付けられた共有ス
ペースに対してエンティティを定義します。
共有できるエンティティの一覧について
は、「共有スペース」(370ページ)を参照
してください。

これらのエンティティを特定のワークスペー
スでのみ使用する場合は、そのワークス
ペースでエンティティを定義します。

ルールやフォームなどの一部のエンティティ
は、個々のワークスペースに対して定義
することも、共有スペースに関連付けられ
たすべてのワークスペースに対して定義す
ることもできます。共有スペース管理者
は、共有スペースに対してこれらのエン
ティティを定義できます。ワークスペース管
理者は、個々のワークスペースに対してこ
れらのエンティティを定義できます。

個別スペースに関連付けられたワークス
ペース間では、データは共有されません。

例: スペースの使用

社内にハードウェア開発、ソフトウェア開発、および内部開発という3つの開発部門が
存在するとします。

ハードウェアとそれに付随するソフトウェアは、同じリリーススケジュールでリリースされ、公
開されます。ハードウェア開発とソフトウェア開発の2つの部門の成果物は工程が異な
る場合でも、リリーススケジュールは同じです。また、一部のテスト担当者は、ハードウェ
アとソフトウェアの両方をテストします。
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内部開発部門は異なるスケジュールで活動しており、ハードウェア開発およびソフトウェ
ア開発の2つの部門と共通する活動は行っていません。

l Hardwareというワークスペース、Softwareというワークスペース、およびInternalというワー
クスペースを作成します。

l External_Deliverablesという共有スペースを作成します。この共有スペースに、
HardwareワークスペースとSoftwareワークスペースを追加します。これらのワークスペー
スでは、リリースとユーザーが共有されます。

l Internal_Deliverablesという個別スペースを作成します。このスペースにInternalワーク
スペースを追加します。このスペース内のワークスペースは、他のワークスペースと情報
を共有しません。

ワークスペースの作成

共有スペース管理者が、ワークスペースを作成します。その後、ワークスペース管理者
が、ワークスペースを管理します。

1. [設定 ] で [スペース]を選択し、関連するスペースに移動します。

2. 左側のペインの [ワークスペースの追加 ]をクリックします。ワークスペースに名前を
付け、説明を追加し、ワークスペース管理者を割り当てます。

ワークスペース名は、スペース内で一意です。

3. ワークスペース管理者、ワークスペースメンバー、およびその他のロールを持つユー
ザーをワークスペースに割り当てます。詳細については、「ロールの割り当てまたは削
除」(393ページ)を参照してください。

ヒント : リリースやルールの作成など、ワークスペース設定を編集する必要があ

る場合は、ワークスペース管理者ロールを自分自身に割り当てます。

ワークスペース設定の編集

ワークスペース管理者は、ワークスペース設定を変更できます。

1. [設定 ] で [スペース]を選択し、ツリーでワークスペースを選択します。

2. ワークスペース名の変更、リリース、チーム、DevOps設定 *、ルール、ユーザー定義
フィールド (UDF)、フォーム、およびワークフローフェーズの追加または編集を行うこと
で、ワークスペース設定を編集します。

*DevOps設定には、CIサーバー、テストツール、テスト割り当てルール、SCMの統合
の設定、およびSlackの統合が含まれます。

注:編集できないワークスペース設定がある場合は、複数のワークスペースで
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共有されていると考えられます。これらのワークスペース設定は、対応する共

有スペースで、共有スペース管理者に編集してもらう必要があります。

ユーザーの管理

スペースのペインで、ワークスペース管理者はワークスペースのユーザーを管理できます。

1. [設定 ] で、各自の権限に応じて [サイト ]または [スペース]をクリックします。

2. [ユーザー]タブを選択します。

3. 各自のロールに応じて、ユーザーを追加または編集します。

ユーザー管理の機能 オンプレミス:
サイト管理者

共有スペース

管理者

ワークスペース

管理者

現在のコンテキスト (サイト、ス
ペース、またはワークスペース)
にユーザーを追加する。詳細
については、「ロールの割り当
て」(387ページ)を参照。

個別のLDAPユーザーをス
ペースに追加する。詳細につ
いては、「ALM Octaneに
LDAPユーザーを取り込む (オ
ンプレミス)」(363ページ)を参
照。

オンプレミス:

スペースの既存ユーザーをワー
クスペースに追加する。詳細
については、「既存ユーザーの
ワークスペースへの追加」(383
ページ)を参照。

ワークスペースユーザーから
ロールを削除する。詳細につ
いては、「ロールの割り当てま
たは削除」(393ページ)を参
照。
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ユーザー管理の機能 オンプレミス:
サイト管理者

共有スペース

管理者

ワークスペース

管理者

ユーザーリストに表示する
フィールドを選択する、リストを
ソートする、リストをMicrosoft
Excelにエクスポートする。

オンプレミス: ユーザーパスワー
ドを設定する。

ユーザーに追加ロールを割り
当てる。詳細については、
「既存のユーザーに対する
ロールの割り当てまたは割り
当て解除」(393ページ)を参
照。

他のユーザーにサイト管理者
のロールを割り当てる。詳細
については、「既存のユーザー
に対するサイト管理者ロール
の割り当て」(395ページ)を参
照。

ユーザーをアクティブ化または
非アクティブ化する。詳細につ
いては、「ロールの割り当て」
(387ページ)を参照。

オンプレミス: SaaS: SaaS:

ワークスペースのストレージの管理

ワークスペースの使用可能なストレージは、スペースレベルで設定され、ワークスペース単
位では設定されません。これは、ワークスペースの使用可能なストレージの合計容量
が、スペース内のワークスペースで共有されることを意味します。

オンプレミス: サイト管理者は、STORAGE_MAX_SIZE設定パラメーターを使用して、ス
ペースごとのストレージの最大サイズを設定できます。詳細については、『ALM Octaneイ
ンストールガイド』のストレージの最大サイズ (STORAGE_MAX_SIZE)の設定に関す
る情報を参照してください。
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次のステップ
l 「スペースの管理」(368ページ)
l 「ロールの割り当て」(387ページ)

ユーザーの管理
ALM Octaneでプロジェクトを開始する際には、スペースやワークスペースにユーザーを追
加します。

ユーザーを作成したら、作成したユーザーにロールを割り当てます。詳細については、
「ロールの割り当て」(387ページ)を参照してください。

このトピックの内容:

l 「ユーザーの管理について」(380ページ)
l 「ユーザーを追加する方法」(382ページ)
l 「ユーザーの追加」(382ページ)
l 「ユーザーの編集」(383ページ)
l 「既存ユーザーのワークスペースへの追加」(383ページ)
l 「ユーザーのアクティブ化または非アクティブ化」(384ページ)
l 「ユーザーの削除」(385ページ)
l 「ALM OctaneユーザーのSCMユーザーへのマッピング」(386ページ)

ユーザーの管理について

本項では、ユーザー関連のタスクの概要と、タスクを実行できるユーザーを示します。

1. [設定 ] で、各自の権限に応じて [サイト ]または [スペース]をクリックします。

2. [ユーザー]タブを選択します。

3. 各自のロールに応じて、ユーザーを追加または編集します。

ユーザー管理の機能 オンプレミス:
サイト管理者

共有スペース

管理者

ワークスペース

管理者

現在のコンテキスト (サイト、ス
ペース、またはワークスペース)
にユーザーを追加する。詳細
については、「ロールの割り当
て」(387ページ)を参照。
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ユーザー管理の機能 オンプレミス:
サイト管理者

共有スペース

管理者

ワークスペース

管理者

個別のLDAPユーザーをス
ペースに追加する。詳細につ
いては、「ALM Octaneに
LDAPユーザーを取り込む (オ
ンプレミス)」(363ページ)を参
照。

オンプレミス:

スペースの既存ユーザーをワー
クスペースに追加する。詳細
については、「既存ユーザーの
ワークスペースへの追加」(383
ページ)を参照。

ワークスペースユーザーから
ロールを削除する。詳細につ
いては、「ロールの割り当てま
たは削除」(393ページ)を参
照。

ユーザーリストに表示する
フィールドを選択する、リストを
ソートする、リストをMicrosoft
Excelにエクスポートする。

オンプレミス: ユーザーパスワー
ドを設定する。

ユーザーに追加ロールを割り
当てる。詳細については、
「既存のユーザーに対する
ロールの割り当てまたは割り
当て解除」(393ページ)を参
照。

他のユーザーにサイト管理者
のロールを割り当てる。詳細
については、「既存のユーザー
に対するサイト管理者ロール
の割り当て」(395ページ)を参
照。
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ユーザー管理の機能 オンプレミス:
サイト管理者

共有スペース

管理者

ワークスペース

管理者

ユーザーをアクティブ化または
非アクティブ化する。詳細につ
いては、「ロールの割り当て」
(387ページ)を参照。

オンプレミス: SaaS: SaaS:

ユーザーを追加する方法

次の方法で、ALM Octaneにユーザーを追加します。

l ALM Octaneの標準のユーザー管理システムを使用します。詳細については、「ユー
ザーを追加するには、次の手順を実行します。」(382ページ)を参照してください。

l LDAPサーバーからユーザーをインポートします。詳細については、「LDAPのセットアッ
プ」(356ページ)を参照してください。

l スペースの既存ユーザーをワークスペースに追加します。詳細については、「既存ユー
ザーのワークスペースへの追加」(383ページ)を参照してください。

l REST APIを使用します。 詳細については、Developer HelpのユーザーのPOST (作
成 )に関する説明を参照してください。

ヒント : ALLOW_WORKSPACE_USERS_CREATION設定パラメーターをfalse
に設定すると、ワークスペース管理者がワークスペースレベルでユーザーを追加し

たり、ワークスペースにユーザーを含めたりすることができなくなります。詳細につい

ては、「ALLOW_WORKSPACE_USERS_CREATION」(339ページ)を参照し

てください。

ユーザーの追加

スペースとワークスペースにユーザーを追加します。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

ユーザーを追加するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックします。

2. 左側のツリーで、スペースまたはワークスペースを選択します。

3. [ユーザー]タブで、 [+]をクリックします。
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LDAPユーザー管理を使用する場合、 [+]ボタンは無効になります。この場合は、
LDAPサーバーでユーザー管理タスクを実行します。詳細については、「LDAPのセッ
トアップ」(356ページ)を参照してください。

注: LDAP認証を使用する場合、ALM Octaneの標準のユーザー管理は使

用できません。

4. ユーザー情報を入力します。

ログイン名を指定すると、ユーザーはこの名前を使用してALM Octaneにログインしま
す。ログイン名を指定しない場合は、電子メールアドレスが使用されます。

パスワードはユーザーが後から変更できます。詳細については、「パスワードの変更」
(366ページ)を参照してください。

5. ユーザーにロールを割り当てます。

l 共有スペース管理者は、ワークスペースごとにユーザーにロールを割り当てます。

l ワークスペース管理者は、担当するワークスペースでユーザーにロールを割り当て
ます。

詳細については、「ロールの割り当て」(387ページ)を参照してください。

6. [追加 ]をクリックします。

7. サイト管理者の場合は、 [サイト ]領域で、ユーザーをサイト管理者に割り当てること
ができます。ユーザーのIDをクリックし、 [サイト管理 ]の値を [はい]に変更します。

ユーザーの編集

管理者は、 [ユーザー]グリッドでユーザーのIDをクリックして、既存のユーザー (管理者自
身を含む)の詳細を変更することができます。

自分のログイン名を変更することはできません。自分のログイン名は、別の管理者に変
更してもらう必要があります。

ロールの割り当ての詳細については、「ロールの割り当て」(387ページ)を参照してくださ
い。

パスワードの変更の詳細については、「パスワードの変更」(366ページ)を参照してくださ
い。

既存ユーザーのワークスペースへの追加

スペースのコンテキストで定義済みのユーザーを、ワークスペースに追加します。ユーザー
の詳細を再度入力する必要はありません。ALM Octaneのネイティブユーザーまたは
LDAPユーザーを追加できます。

ワークスペース管理者の権限が必要です。
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スペースのユーザーをワークスペースに追加するには、次の手順を実行し
ます。

1. [設定 ] で、ワークスペース管理者として [スペース]をクリックします。

2. 左側のツリーでワークスペースを選択します。

3. [ユーザー]タブで、 をクリックします。

4. 追加するユーザーを選択します。

リストにフィルターを適用して検索を絞り込みます。

5. [追加 ]をクリックします。

ユーザーのアクティブ化または非アクティブ化

ユーザーをアクティブ化または非アクティブ化することで、ユーザーのALM Octaneへのアク
セス可否や、他のユーザーとの関係を制御できます。

サイト管理者、共有スペース管理者、またはワークスペース管理者の権限が必

要です。

ユーザーのアク

ティブ化

そのユーザーはALM Octaneにログインできます。

ユーザーの非アク

ティブ化

l ユーザーが少なくとも1つのワークスペースでアクティブ化されていな
い場合、そのユーザーはALM Octaneにログインできません。

l 非アクティブ化されたユーザーに、他のユーザーが項目を割り当
てることはできません。

l 非アクティブ化されたユーザーに、ALM Octaneから電子メールを
送信することはできません。

非アクティブ化されたユーザーは、ALM Octane内に残っています。
また、これらのユーザーへの参照も保持されます。

ユーザーを非アクティブ化する前に、ユーザーに割り当てられている
エンティティを確認し、必要に応じてエンティティを更新することをお
勧めします。

ユーザーを再度アクティブ化すると、そのユーザーの既存の設定がすべて復元されます。

共有スペースまたはワークスペースでユーザーを表示すると、グリッドの [ステータス]カラム

に、アクティブ化されたユーザー と非アクティブ化されたユーザー が表示されま
す。
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ユーザーをアクティブ化または非アクティブ化にするには、次の手順を実
行します。

1. [設定 ] で、各自の権限に応じて [サイト ]または [スペース]をクリックし、関連する
スペースまたはワークスペースをクリックします。

2. [ユーザー]グリッドで、1人または複数のユーザーを選択します。

3. ツールバーで、 または をクリックして、ユーザーをアクティブ化または非アクティ
ブ化します。

4. [はい]をクリックして、確定します。

ユーザーの削除

ユーザーの削除を行うと、ALM Octaneからユーザーが削除されます。

サイト管理者の権限が必要です。

ユーザーを削除するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [サイト ]をクリックします。

2. [ユーザー]グリッドで、ユーザーを選択します。

3. ツールバーで、 をクリックし、 [はい]を選択して確定します。

4. 削除されたユーザーに関するすべての記録を消去するようにサイトが設定されてい
る場合、次のメッセージが表示されます。
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ALM Octaneの削除済みユーザーと参照コードとのマッピングを外部ファイルで管理
することを強くお勧めします。

削除するユーザーに対応する参照コードを、この外部ファイルから入力します。

ALM Octaneの内部で、削除するユーザーに対する参照はすべて、この参照コード
に置き換えられます。

参照コードを入力しないと、ユーザーは削除されません。

削除されたユーザーの詳細を消去するようにサイトを設定する方法については、
「設定パラメーター」(338ページ)のFORGET_USER_ON_DELETE設定パラメー
ターを参照してください。このパラメーターの値は、パラメーターの設定後に削除され
るユーザーにのみ影響します。このパラメーターをtrueに設定しても、すでに削除済
みのユーザーの詳細が消去されることはありません。

ヒント : REST APIを使用すると、複数のユーザーを削除できます。詳細について

は、Developer Helpを参照してください。

ALM OctaneユーザーのSCMユーザーへのマッピング

SCMコミットの分析では、コミットを実行するユーザーを識別し、対応するALM Octane
ユーザーをSCMユーザーにマッピングします。これにより、ALM Octaneのウィジェットやフィ
ルターなどを使用してコミット情報を分析できます。

ALM Octaneでソースコントロール管理 (SCM)システムと連携して動作するCIサーバーと
の統合をセットアップした場合、ALM OctaneはSCMシステムに対してコミットされた変更
を追跡します。詳細については、「ソースコントロール管理システムにコミットされた変更
の追跡」(218ページ)を参照してください。

SCMユーザーに対して定義された電子メールアドレスがALM Octaneユーザーに対して
定義された電子メールアドレスと同じである場合、これらのユーザーがコミットした変更が
検出されると、これらのユーザーが自動的にマッピングされます。

コミットの作成者をCIサーバーと共有するように、お使いのSCMシステムを設定する必
要があります。たとえば、Jenkins Gitプラグインで、 [Use commit author in changelog]オ
プションを設定します。

それ以外の場合は、ユーザーを手動でマッピングします。

ALM Octaneユーザーは、 [コミット ]タブに表示されているマッピングされていないSCMユー
ザーに、自分自身をマッピングすることもできます。これには、管理者の権限は必要あり
ません。詳細については、「[コミット ]タブによるコミットされた変更の追跡」(221ページ)を
参照してください。
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ALMOctaneユーザーをSCMユーザーにマッピングするには、次の手順を
実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースを選択します。

2. [ユーザー]タブで、特定のALM Octaneユーザーの [SCMユーザー]セル内をクリックしま
す。

次のいずれかを行います。

l 以前のコミットからALM Octaneで認識されているSCMユーザーのリストからSCM
ユーザーを選択します。

l [新規追加 ]をクリックし、SCMユーザーを追加します。識別用にSCMユーザーの
ユーザー名と電子メールアドレスを入力します。

参照情報 :
l 「スペースの管理」(368ページ)
l 「ワークスペースの管理」(375ページ)
l 「チームの管理」(400ページ)
l 「LDAPのセットアップ」(356ページ)
l 「ロールの割り当て」(387ページ)

ロールの割り当て
ユーザーが実行できるアクションや、表示できるALM Octaneの領域は、ALM Octaneの
ロールによって決まります。ユーザーにロールを割り当てることで、特定の権限を付与しま
す。

ユーザーの作成の詳細については、「ユーザーの管理」(380ページ)を参照してください。

サイト管理者、共有スペース管理者、またはワークスペース管理者の権限が必

要です。

このトピックの内容 :

l 「割り当て可能なロール」(387ページ)
l 「ロールの割り当てまたは削除」(393ページ)

割り当て可能なロール

以下のロールの1つまたは複数をユーザーに割り当てます。

l 「オンプレミス:サイト管理者」(388ページ)
l 「共有スペース管理者」(389ページ)
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l 「ワークスペース管理者」(390ページ)
l 「DevOps管理者」(390ページ)
l 「Synchronizer管理者」(391ページ)
l 「リーダー」(391ページ)
l 「チームメンバー」(392ページ)
l 「テスト担当者」(393ページ)

オンプレミス: サイト管理者

サイト管理者は、サイト領

域内でオンプレミスのサイト

レベルの設定を行います。

次のものが含まれます。

l 「サーバーの管理」(329
ページ)

l 「スペースの管理」(368
ページ)

l 「ロールの割り当て」

(387ページ)

l 「既存のユーザーに対

するサイト管理者ロー

ルの割り当て」(395ペー

ジ)

サイト管理者はインストール時に作成されます。詳細については、『ALM
Octaneインストールガイド』を参照してください。

サイト管理者は、インストール後に、他のユーザーにサイト管理者ロール

を割り当てることもできます。詳細については、「既存のユーザーに対する

サイト管理者ロールの割り当て」(395ページ)を参照してください。
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共有スペース管理者

共有スペース管理者は、スペース (共有ス

ペースと個別スペースの両方 )にアクセスでき

ます。共有スペース管理者は、ALMOctane
システム全体を操作します。

権限には次のものが含まれます。

l 自分のロールの割り当て解除 (ただし、標

準設定のワークスペースのチームメンバー

ロールを除く)。このロールは、すべてのユー

ザーに対して、常にデフォルトのロールにな

ります。

l 「ワークスペースの管理」(375ページ)

l 「ワークスペースの作成」(377ページ)

l 「ユーザーの追加」(382ページ)

l 「ユーザーのアクティブ化または非アクティブ

化」(384ページ)

l 「別のユーザーのパスワードの変更 (オンプ

レミス)」(366ページ)

l 「ロールの割り当てまたは削除」(393ペー

ジ)

l 「APIアクセスのセットアップ」(457ページ)

共有スペース管理者は、自分に割り当てら

れていないワークスペースにアクセスすることは

できません。

オンプレミス: インストール時、ALMOctaneはユー

ザーに共有スペース管理者ロールを割り当てます。こ

のとき、共有スペース管理者のパスワードも設定され

ます。このユーザーは恒久的なユーザーであり、システ

ム上で見つからない場合は再度作成されます。

SaaS: 最初のユーザーがログインすると、ALM
Octaneはそのユーザーに共有スペース管理者ロールを

割り当てます。
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ワークスペース管理者

ワークスペース管理者は、自分に割り当てられ

たワークスペースへのフルアクセスが可能です。

ワークスペース管理者は、以下を行うことができ

ます。

l リーダーロールに許可されているタスクの実行

l DevOps管理者ロールのタスクの実行

l エンティティのカスタマイズ:

l 「フィールドのカスタマイズ」(407ページ)

l 「フォームのデザイン」(403ページ)

l 「ルールのセットアップ」(416ページ)

l 「リリースのセットアップ」(395ページ)

l 「チームの管理」(400ページ)

l 「ユーザーの追加」(382ページ)

l 「ロールの割り当てまたは削除」(393ページ)

l 「ワークフローのフェーズと遷移のセットアップ」

(436ページ)

l 「システムへのデモデータ入力」(63ページ)

共有スペース管理者が、すべてのワークスペースで

ワークスペース管理者ロールを割り当てます。

DevOps管理者

DevOps管理者は、ワークスペース内で、ALM OctaneのCIサーバーとパイプラインの管
理を実行します。

DevOps管理者は [設定 ]領域 にアクセスしますが、変更可能なのは [DevOps]タ
ブのみです。これには、次のものが含まれます。

l CIサーバーを作成して「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)を行う。

l [パイプライン]モジュールでの、パイプラインの作成、編集、削除、設定、実行。

既存のパイプライン、パイプライン関連のダッシュボード、および概要ウィジェットを表
示して調べることは、どのユーザーでもできます。

l 「SCMシステムのセットアップ」(576ページ)
l 「テスト割り当てルールの作成と管理」(579ページ)
l 「すべてのビルドの失敗の分類ルールの管理 (テクニカルプレビュー)」(581ページ)
l 「UFT統合のセットアップ」(583ページ)
l 「セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー)」(590ページ)
l 「Slackのセットアップ」(593ページ)
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Synchronizer管理者

Synchronizer管理者は、以下を行うことがで

きます。

l Synchronizerの [設定 ] 領域へのアク

セス。

l Synchronizerリンクの作成と管理。

l Synchronizerタスクのスケジュールと実行。

l Synchronizerエラーの監視とトラブルシュー

ティング。

共有スペース管理者が、関連するすべてのワークス

ペースでSynchronizer管理者ロールを割り当てます。

リーダー

リーダーは、プロジェクト、メンバー、または

ワークロードを管理するためのアクションを実

行します。

リーダーは、以下を行うことができます。

l チームメンバーロールに割り当てられたタス

クの実行

l 品質モジュールでの項目の追加、作成、

または変更

l チームおよびチームメンバーのベロシティと

キャパシティの設定

l バックログでのフィーチャーとエピックのランク

付け

リーダーは、 [設定 ] 領域にはアクセスでき

ません。

共有スペース管理者が、すべてのワークスペースでリー

ダーロールを割り当てます。
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チームメンバー

チームメンバーは、チームの一員として行う各

自の作業に影響する項目の操作や編集を

行うことができます。

チームメンバーは、以下を行うことができま

す。

l 要件モジュールでの項目の追加および変

更。

l バックログモジュールでの項目の追加およ

び変更。

l バックログ項目の添付、コメント、およびタ

スクの追加および編集。

l テストおよびテスト結果の追加、編集、実

行。

l チームメンバー独自の項目、および他の

チームメンバーが所有する項目の削除

(要件や作業項目など)。

l パイプラインモジュールでの情報の表示お

よびフィルター処理。

l テストの実行。

l パイプラインモジュールでの情報の表示お

よびフィルター処理。

チームメンバーは、 [設定 ] 領域にはアク

セスできません。

標準設定では、ALMOctaneはすべてのユーザーに標

準設定ワークスペースのチームメンバーロールを割り当

てます。

この割り当ては新規ユーザーの追加時に変更しま

す。

共有スペース管理者が、標準設定以外の他のワーク

スペースでチームメンバーロールを割り当てます。
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テスト担当者

テスト担当者には、チームメンバーよりも少な

いシステム内の権限が割り当てられます。テ

スト担当者ロールは、テスト用に設計されて

います。

l テスト担当者は、テストの追加、編集、

実行、テストからの不具合の作成、バック

ログカバレッジの割り当て、およびリグレッ

ションスイートの計画を行うことができま

す。

詳細については、「テスト」(243ページ)を
参照してください。

l テスト担当者には、不具合モジュールで

のすべての権限がありますが、削除できる

不具合は自分の不具合のみです。

l テスト担当者には、ダッシュボードモジュー

ルでのすべての権限があります。

l テスト担当者には、バックログ、チームバッ

クログ、およびパイプラインモジュールの表

示権限があります。

l テスト担当者は、自分自身のテストおよ

びテスト実行のみ削除できます。

テスト担当者は、 [設定 ] 領域にはアクセ

スできません。

標準設定では、ALMOctaneはすべてのユーザーに標

準設定ワークスペースのチームメンバーロールを割り当

てます。

この割り当ては新規ユーザーの追加時に変更できま

す。

共有スペース管理者が、標準設定以外の他のワーク

スペースでチームメンバーロールを割り当てます。

ロールの割り当てまたは削除

各自のロールに応じて、既存のユーザーのロールの追加および削除を行うことができま
す。ALM Octaneのすべてのユーザーは、割り当てられている各ワークスペースで、少なく
とも1つのロールが割り当てられている必要があります。

l 「既存のユーザーに対するロールの割り当てまたは割り当て解除」(393ページ)
l 「既存のユーザーに対するサイト管理者ロールの割り当て」(395ページ)

既存のユーザーに対するロールの割り当てまたは割り当て解除

次のように、スペースまたはワークスペースレベルで、ロールの割り当てと割り当て解除を
行います。
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スペースレベル
共有スペース管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースを選択します。

2. [ユーザー]タブで、行をクリックしてユーザーを選択します。Shift
キーを押しながらクリックすると、複数のユーザーを選択できま
す。

3. [ロール/ワークスペースに割り当て]または [ロールから割り当て解除 ]
をクリックします。

4. 割り当てまたは削除を行うロールとワークスペースを選択しま
す。

l 同じユーザーに別のロールを追加するには、 [割り当てるロール

の追加 ]をクリックします。1人のユーザーの複数のワークスペー
スにロールを割り当てることができます。

l ロールを削除するには、 [ロールから割り当て解除 ]をクリックし、
割り当てを解除するロールと、解除の対象となるワークスペー
スを選択します。

ユーザーの最後に残ったロールは削除できません。各ユー
ザーには、割り当てられている各ワークスペースで、少なくとも
1つのロールが割り当てられている必要があります。

5. [割り当て]または [割り当て解除 ]をクリックします。

ワークスペースレ

ベル
ワークスペース管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択しま
す。

2. [ユーザー]タブで、行をクリックしてユーザーを選択します。Shift
キーを押しながらクリックすると、複数のユーザーを選択できま
す。

3. 右クリックし、 [一括更新 ]を選択します。

4. [ロール]フィールドを選択します。

5. 割り当てるロールを選択します。ロールの割り当て解除を行う場
合は、ロールの選択を解除します。

6. 既存のロールを上書きするかどうかを指定します。

ロールの割り当て解除を行う場合は、 [既存の値の置換 ]を選択
する必要があります。

7. [更新 ]をクリックします。

ワークスペース管理者と共有スペース管理者は、自分自身からこれらのロールの割り当
て解除を行うことはできません。この操作は他の管理者が行います。
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注:
l ユーザーIDをクリックすると、そのユーザーのすべてのロールとワークスペースが表

示されます。このビューでは、ロールとワークスペースの割り当てと割り当て解除

を実行できます。

l メンテナンスプロトコルロールとマイクロサービスサイト管理者ロールは、Synchronizer
サービスをデプロイするのに、内部で同期用に使用されます。詳細について

は、『Synchronizerインストールガイド』を参照してください。これらのロールは変

更または削除しないでください。

既存のユーザーに対するサイト管理者ロールの割り当て

サイト管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [サイト ]をクリックします。

2. [ユーザー]タブのグリッドビューで、サイト管理者にするユーザーを選択します。

3. をクリックして [ロール]カラムを表示します。

4. そのユーザーの [ロール]カラムで、 [サイト管理 ]を選択します。

参照情報 :
l 「スペースの管理」(368ページ)
l 「ワークスペースの管理」(375ページ)
l 「チームの管理」(400ページ)
l 「ユーザーの管理」(380ページ)

リリースのセットアップ
関連する共有スペースまたはワークスペースでリリースをセットアップし、そのタイムラインと
ワークフォースを定義します。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

このトピックの内容:

l 「概要」(396ページ)
l 「リリースの追加」(396ページ)
l 「リリース情報の更新」(397ページ)
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l 「現在のリリースおよび標準設定リリースの設定」(399ページ)
l 「リリースの非アクティブ化」(400ページ)

概要

この概要では、共有リリースおよび非共有リリースの使用方法について説明します。

管理者は、以下に対してリリースを定義できます。

l 1つの共有スペースに関連付けられたすべてのワークスペース

共有スペース管理者は、共有スペースに対してこれらのリリースの作成と変更を行い
ます。このリリースは、関連付けられたすべてのワークスペースで使用できます。

l 個々のワークスペース

ワークスペース管理者は、特定のワークスペースに対してこれらのリリースの作成と変
更を行います。

特定のワークスペースで作業しているALM Octaneユーザーは、対応する共有スペース
に対して定義されたリリースと、そのワークスペースに対して定義されたリリースの両方に
アクセスできます。

共有スペース内またはワークスペース内で、リリース名は一意でなければなりません。ただ
し、共有スペースに対して定義されたリリースの名前と、その共有スペースのワークスペー
スに対して定義されたリリースの名前は同じでも構いません。ALM Octaneでは、リリース

の種類を区別するために、共有 アイコンと非共有 アイコンが表示されます。

リリースの追加

タイムラインを定義する前に、必要なリリースを追加します。

リリースを追加するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、新しいリリースを作成する共有スペースまたは
ワークスペースを選択します。

リリースは、共有スペースレベルまたはワークスペースレベルで定義できます。ワークス
ペースレベルで定義したリリースは、そのワークスペースでのみ使用できます。

2. [リリース]タブで、 (リリースの追加)をクリックします。

3. リリースの名前を指定します。説明の追加や、ドキュメントの添付も可能です。

4. 次のいずれかのリリースタイプを選択します:スクラムまたはカンバン。

5. スクラムリリースの場合、リリースの開始日と終了日を定義し、スプリントの期間を日
単位または週単位で指定します。

6. [追加 ]をクリックします。

[リリース]グリッドに、リリースとリリースの詳細が追加されます。
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ヒント : リリースを標準設定リリースとして設定するには、ツールバーで、 [標準設定リ

リースに設定 ]ボタン をクリックします。

バックログのリリースフィルターやダッシュボードグリッドなどで、標準設定リリースに

は、リリース番号の横に [標準設定] というラベルが付きます。これにより、標準設

定に従って値を入力するためのルールを設定できます。

リリース情報の更新

リリースの追加が済んだら、リリースの詳細を編集します。

リリースの詳細を更新するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、リリースの共有スペースまたはワークスペースを
選択します。続いて、リリースIDをクリックして、リリースを開きます。

2. 必要に応じて詳細を更新します。

グローバルなリ

リース詳細の編

集

リリースの [詳細 ]タブで、次の内容を変更します。

l リリースの開始日と終了日

l リリースの説明

リリースの開始日または終了日を変更すると、ALM Octaneによ
りリリースの既存のスプリントが調整されます。スプリントがリリース
の最初から連続して実行されるように、スプリントの日付が更
新されます。また、リリースに入りきらないスプリントは削除されま
す。
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スプリントの追

加と編集

[タイムライン]タブで、スプリントの詳細を更新します。

ALM Octaneで [タイムライン]タブを初めて開いたときには、リリー
スの作成時に指定したスプリントの長さに基づいてスプリントが
表示されます。

l 別のスプリントを作成するには、ツールバーで、
をクリックします。続いて、 [スプリントの追加 ]ダイアログボックス
で、スプリント名とスプリントの開始日 /終了日を指定します。

リリース終了後に別のスプリントを追加する場合は、必ず [最
後のスプリントとして追加 (リリースを延長)]チェックボックスをオン
にします。これにより、タイムラインの末尾にスプリントが追加
され、リリースのカレンダーが調整されます。

l スプリントの開始日と終了日を編集するには、タイムラインで

スプリントのブロックを選択し、 をクリックします。
[スプリントの詳細 ]ボックスで、名前、スプリントの開始日 /終
了日、およびスプリントに割り当てられたチームを更新しま
す。

マイルストーンの

追加と編集

マイルストーンは、リリースタイムライン内の重要な日付です。これ
には、コードフリーズ、リグレッション終了などを含めることができま
す。マイルストーンを追加すると、スプリントに対するマイルストー
ンの相対的な位置関係を確認できます。

マイルストーンを追加するには、 をクリックし、
マイルストーンの名前と日付を指定します。マイルストーンの詳
細を編集するには、タイムラインでマイルストーンを選択し、

をクリックします。
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チームの追加と

編集

a. [チーム]タブで、 [チームの割り当て]をクリックします。

b. 割り当てるチームを選択し、 [追加 ]をクリックします。

ALM Octaneの標準設定では、チームをリリースに割り当て
ると、そのチームはリリースのすべてのスプリントに割り当てられ
ます。

スプリントに割り当てられているチームのリストを後で更新する必
要がある場合は、次の操作を実行します。

a. [タイムライン]タブで、スプリントを選択してツールバーの

をクリックします。

b. [スプリントの詳細 ]ダイアログボックスの [チーム] ドロップダウン
リストで、チームを選択します。

注:選択できるのは、このスプリントのリリースにすでに

割り当てられているチームのみです。

チームの見積も

りベロシティの入

力

チームごとに、見積もりベロシティを入力する必要があります。ベ
ロシティは、チームがスプリントで完了できると予想されるストー
リーポイント数です。

a. リリースの [チーム]タブで、チームの数値 IDをクリックします。ク
リックしたチームの詳細が開きます。

b. チームの [詳細 ]タブで、 [見積もりベロシティ]フィールドに、ス
トーリーポイント数の見積もりを入力します。

注: この変更は、チームのすべてのリリースに対して反

映されます。

c. [保存 ]をクリックします。

[チーム]タブの [見積もりベロシティ]カラムに、更新されたベロシ
ティが表示されます。また、 [タイムライン]タブの [Release
Expected Capacity (リリース予測キャパシティ)]テーブルにもベロシ
ティの値が表示されます。

現在のリリースおよび標準設定リリースの設定

リリース名やリリース番号の他に、現在のリリースや標準設定リリースという考え方を使
用することもできます。

ALM Octaneでは、各リリースに対して入力した日付に基づいて現在のリリースが定義さ
れます。
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標準設定リリースは、次のように、自動または手動で設定します。

l 標準設定では、ALM Octaneは現在のリリースを標準設定リリースとして設定しま
す。

l 標準設定リリースを現在のリリースからオーバーライドするには、リリースリストで標準設
定を設定します。たとえば、標準設定リリースのすべての不具合を監視するために作
成したお気に入りがある場合、リリースタイムラインの終わりに (開発者が次のリリース
の作業に移ったときに)、標準設定リリースをオーバーライドして、現在のリリースの代
わりに前のリリースの詳細を表示することができます。

フィルターでは、標準設定リリースは [標準設定リリース]のように括弧付きで表示されま
す。

リリースの非アクティブ化

作業が完了した時点で、リリースを非アクティブにすることができます。非アクティブにした
リリースは、コンテンツのリリースへの割り当てなど、データエントリのリストには表示されなく
なります。ただしフィルターには表示されるため、廃棄リリースに割り当てられたコンテンツ
を参照することができます。

[リリース]グリッドで1つまたは複数のリリースを選択し、 [リリースの非アクティブ化 ] をクリッ
クします。

参照情報 :
l 「チームの管理」(400ページ)
l 「リリースの計画」(111ページ)

チームの管理
各ワークスペースでチームを作成し、担当するリリースにチームを割り当てます。

ワークスペース管理者の権限が必要です。

ヒント : LDAPを使用してALM Octaneのユーザー管理を行う場合は、LDAPユー

ザーをALM Octaneにエクスポートすることをお勧めします。詳細については、

「LDAPのセットアップ」(356ページ)を参照してください。

このトピックの内容:

l 「概要」(401ページ)
l 「チームの作成」(401ページ)
l 「リリースへのチームの割り当て」(401ページ)
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l 「チームの詳細の編集」(402ページ)
l 「スプリントごとのチームのキャパシティの調整」(403ページ)

概要

各ワークスペースでチームを作成し、担当するリリースにチームを割り当てます。次に、
チームが作業するベロシティをストーリーポイントで見積もります。これにより、リリースの
キャパシティ、すなわち、リリースのタイムラインと作業を担当するチームに応じた、提供
可能な機能の量が決まります。

ALM Octaneでは、チームメンバーは1日あたり6時間作業することを想定しています。こ
れにより、チームのキャパシティが決まります。キャパシティとは、スプリントでチームが処理
できるタスクの数を指します。

チームが作成されたら、ALM Octaneのバックログ項目をチームに割り当てることができま
す。これにより、各項目の担当者が決まります。

ワークスペースチームの設定を定義し、ユーザーはリリース全体でのチームのパフォーマン
スを追跡できます。

チームの作成

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、新しいチームを作成するワークスペースを選
択します。

2. [チーム]タブで、+ をクリックしてチームを追加します。

3. チームの値 (名前、ベロシティの見積もりなど)を入力し、チームのリーダーを選択し
ます。

ヒント :予測ベロシティは、長期的なチームパフォーマンスに基づいた、チーム

が各スプリントで投入できると予想されるストーリーポイント数です。

4. [追加 ]をクリックすると、チームの作成は完了です。

リリースへのチームの割り当て

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、チームに割り当てるワークスペースを選択しま
す。

2. [チーム]タブで、チームIDをクリックして、編集するチームを開きます。

3. [詳細 ]タブの [リリース]フィールドで、下矢印をクリックし、1つまたは複数のリリースを
選択します。

4. これ以降に作成される全リリースにこのチームを自動的に割り当てるには、次のい
ずれかの操作を行います。
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l 詳細ページで、 [新しいリリースに割り当てる]を選択します。

l グリッドの [新しいリリースに割り当てる]カラムで [はい]を選択します。

チームの詳細の編集

次のいずれかの方法で、チームメンバーの詳細を編集します。

ワークスペース設定 1. [設定 ] で、チームを編集するワークスペースを選択しま
す。

2. [チーム]タブで、チームIDをクリックして、編集するチームを開き
ます。

3. [詳細 ]タブで [チームリード ]を設定します。

4. [メンバー]タブで、ALM Octaneユーザーのリストからメンバーを
選択し、チームに追加します。

5. チームからメンバーを削除するには、チームメンバーのリストの
上にカーソルを置き、該当する名前の横にある [X]をクリック
します。

ヒント :チームからメンバーを削除する場合、次の点に

注意してください。

l メンバーはチームから削除されますが、ALM Octane
ユーザーのリストからは削除されません。

l このチームメンバーに割り当てられたバックログ項目

は、割り当てられた状態のままになります。

チームバックログモ

ジュール

1. チームバケット領域で、フィルターでリリースとスプリントを選択
した状態で、バケットの上にある [編集 ]ボタンをクリックしま
す。

2. [チーム管理 ]ダイアログで、 [メンバー]タブを選択します。

3. [メンバー]タブで、 [メンバーの割り当て]をクリックして、ALM
Octaneユーザーのリストからメンバーを選択し、チームに追加
します。
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スプリントごとのチームのキャパシティの調整

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、キャパシティを設定するワークスペースを選択
します。

2. [チーム]タブで、チームIDをクリックして、編集するチームを開きます。

ヒント :グリッドに目的のフィールドカラムが表示されない場合は、 をクリック

してグリッドにカラムを追加します。

3. [ベロシティ]タブで、各リリースのスプリントごとに、チームの予測キャパシティを微調整
します。

l リリースを選択します。

l チームが担当できるスプリントを指定します。

l スプリントごとに予測ベロシティを入力します。これは、チームが各スプリントに投入
できると予想されるストーリーポイント数です。

ヒント : [ベロシティ]グリッドには、スプリントで達成された実績ベロシティを示

す [実績ベロシティ]カラムも表示されます。このため、各スプリントでのチーム

の達成状況を現実に即して把握できます。

更新されたキャパシティ情報は、バックログおよびチームバックログモジュールに反映
されます。

注:スプリントでは、予測キャパシティがチームの [詳細 ]タブで入力した予測ベロシ

ティと同じにならないことがあります。

参照情報 :
l 「リリースのセットアップ」(395ページ)
l 「リリースの計画」(111ページ)

フォームのデザイン
フォームは、ALM Octaneでユーザーがエンティティの作成と編集を行うページです。管理
者は、フォームに含めるフィールドを選択し、フォームのレイアウトをデザインできます。

このトピックの内容 :

l 「概要」(404ページ)
l 「スペース間でのフォームの共有」(404ページ)
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l 「定義済みのフォーム」(405ページ)
l 「フォームのデザイン」(403ページ)
l 「フォームの操作」(405ページ)

概要

管理者は、次の操作を行うことができます。

l ユーザーに必要な内容だけが表示されるように、フォームを作成または変更する。

l ALM Octaneで適切なフォームが使用されるようにルールを作成する。詳細について
は、「ルールのセットアップ」(416ページ)を参照してください。

フォームの作成および編集には、フォームデザイナーを使用します。フォームデザイナーに
は、フォーム管理領域とデザイン領域があります。

注: [名前 ]フィールドと [タイプ]フィールドには、フォームデザイナーではアクセスでき

ません。

次のように、同じエンティティタイプに対して、異なる複数のフォームをデザインできます。

l コンテキストに基づいて異なる複数のフォームをデザインできます。たとえば、ユーザース
トーリーの新規作成時に使用するフォームと、ユーザーストーリーの編集時に使用す
るフォームをデザインできます。これらのフォームには、異なるフィールドが含まれます。

l また、ユーザーのロールに合わせて、複数のフォームを作成することもできます。たとえ
ば、開発チームマネージャーに必要なフィールドと、テスト担当者に必要なフィールド
は異なります。

ヒント :管理者以外のユーザーは、エンティティの作成時または編集時に、フォー

ムに対してフィールドの追加や削除を行うことができます。詳細については、「 
フォームの編集」(85ページ)を参照してください。

スペース間でのフォームの共有

管理者は、以下に対してフォームを定義できます。

l 1つの共有スペースに関連付けられたすべてのワークスペース

共有スペース管理者は、共有スペースに対してこれらのフォームの作成と変更を行い
ます。このフォームは、関連付けられたすべてのワークスペースで使用できます。

l 個々のワークスペース

ワークスペース管理者は、特定のワークスペースに対してこれらのフォームの作成と変
更を行います。
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特定のワークスペースで作業しているALM Octaneユーザーは、対応する共有スペース
に対して定義されたフォームと、そのワークスペースに対して定義されたフォームの両方に
アクセスできます。

共有スペース内またはワークスペース内で、フォーム名は一意でなければなりません。た
だし、共有スペースに対して定義されたフォームの名前と、その共有スペースのワークス
ペースに対して定義されたフォームの名前は同じでも構いません。ALM Octaneでは、

フォームの種類を区別するために、共有 アイコンと非共有 アイコンが表示されま
す。

定義済みのフォーム

ALM Octaneでは、エンティティタイプごとに、定義済みのフォームが利用できます。ALM
Octaneでは、エンティティの作成時や編集時に、これらのフォームが標準設定で使用さ
れます。

l 編集用の標準設定フォーム

l 新規用の標準設定フォーム

注:一部のエンティティには、新規用の標準設定フォームが存在しません。

これらのフォームの代わりに、他のフォームを標準設定フォームにすることができます。

これらのフォームは変更できますが、フォーム名を変更することはできません。

フォームの操作

本項では、フォームの作成および使用方法について説明します。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

フォームは、スペースレベルまたはワークスペースレベルで定義できます。

フォームを使用する前に、必要なカスタムフィールドを定義します。詳細については、
「フィールドのカスタマイズ」(407ページ)を参照してください。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、新しいフォームを作成する共有スペースまた
はワークスペースを選択します。

2. [エンティティ]をクリックして項目を選択します。
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3. [フォーム]をクリックします。フォームデザイナーは、フォーム管理領域とデザイン領域
に分かれています。

4. 管理領域で、デザイン領域のツールバーを使用して、各フィールドまたはセクション
の属性を変更します。

また、フォームの複製、フォームの名前変更、およびフォームのレイアウトのリセットを
行うこともできます。

5. デザイン領域で、次のいずれかを実行します。

l 関連するセクションと、フィールドを追加する位置の前にある項目を選択し、
[フィールドの追加 ]をクリックします。

l セクションを追加する位置の前にあるセクションを選択し、 [セクションの追加 ]
をクリックします。

[サイズ] ドロップダウンで [標準 ]または [フルサイズ]のいずれかを選択し、そのフィールド
が行全体を占めるのか、ALM Octaneで他のフィールドと並べられるかを決定しま
す。

フィールドの追加が完了したら、リストの外側をクリックしてリストを閉じます。

注:必須フィールドはフォーム上に存在している必要があります。これらは

ALM Octaneにより自動的に追加されます。必須フィールドを移動することは

できますが、削除することはできません。

6. このフォームを標準設定として使用する場合は、 [標準設定値として設定 ]をクリックし
ます。

次のステップ
l 「ルールのセットアップ」(416ページ)
l 「フィールドのカスタマイズ」(407ページ)
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フィールドのカスタマイズ
このトピックでは、システム定義フィールドおよびユーザー定義フィールド (UDF)の操作方
法について説明します。これには、ユーザー定義フィールド (UDF)の作成と、フィールド
表示ラベルの変更が含まれます。

このトピックの内容 :

l 「スペース間でのUDFの共有」(407ページ)
l 「フィールド表示ラベルの変更」(412ページ)
l 「ユーザー定義フィールドの追加」(409ページ)
l 「ユーザー定義フィールドの属性設定」(410ページ)
l 「フィールドのカスタマイズ」(407ページ)
l 「ユーザー定義フィールドの削除」(411ページ)

スペース間でのUDFの共有

管理者は、以下に対してUDFを定義できます。

l 1つの共有スペースに関連付けられたすべてのワークスペース

共有スペース管理者は、共有スペースに対してこれらのUDFの作成と変更を行いま
す。これらのUDFは、共有スペースに関連付けられたすべてのワークスペースで使用で
きます。

l 個々のワークスペース

ワークスペース管理者は、個別スペースに関連付けられた個々のワークスペースに対
してこれらのUDFの作成と変更を行います。

特定のワークスペースで作業しているALM Octaneユーザーは、関連する共有スペース
に対して定義されたUDFと、そのワークスペースに対して定義されたUDFの両方にアク
セスできます。
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UDFが共有スペースに対して定義されている場合、関連するワークスペースで同じ名
前を使用して、UDFの作成や、ラベルの定義を行うことはできません。

UDFが個々のワークスペースに対して定義されている場合、関連する共有スペースで
同じ名前を使用して、UDFの作成や、ラベルの定義を行うことはできません。他のワー
クスペースで同じ名前を使用して、UDFの作成や、ラベルの定義を行うことは可能で
す。
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ユーザー定義フィールドの追加

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ユーザー定義フィールドを作成する共有ス
ペースまたはワークスペースを選択します。

2. [エンティティ]タブをクリックします。

3. ペインの左側の [エンティティ]リストで、フィールドを作成する項目 (ユーザーストー
リー、手動テスト、エピックなど)を選択します。

4. [フィールド ]タブをクリックします。

5. [+]をクリックし、ユーザー定義フィールドを追加します。

6. 次の内容を入力します。

名前 説明

名前 このフィールドへのアクセスでAPIが使用する一意の名前。英大
文字や句読点は使用できません。フィールド名の末尾には、次
のサフィックスを付ける必要があります: _udf

ラベル UIで表示される、フィールドの一意の名前です。英語、英語以
外の文字、および特殊文字を指定できます。

フィールドタイ
プ

ドロップダウンからフィールドタイプを選択します。

説明 ユーザー定義フィールドの説明を入力します。

制限事項: ALM Octaneが特定言語にローカライズされている場合でも、UDFは英
語で定義する必要があります。

ワークスペースごとに定義できるUDFの数の上限

フィールドタイプ ワークスペースごとに作成できるUDFの最大数

文字列および
ブール値

この2つのタイプで合計100。
注 :文字列フィールドで使用できるのは、255文字までです。

数値 50

日付時刻 20
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フィールドタイプ ワークスペースごとに作成できるUDFの最大数

リスト 無制限

ユーザー 無制限

リリース 無制限

チーム 無制限

長い文字列 5
注 :長い文字列フィールドで使用できるのは、1500文字までで
す。

メモ 30
注 :この値を変更するには、MEMO_UDFS_LIMIT設定パラ
メーター「MEMO_UDFS_LIMIT」(351ページ)を設定します。

7. リストタイプのユーザー定義フィールドを追加する場合は、次の操作を実行します。

l フィールドで使用するリストを選択します。

自分自身のリストの作成の詳細については、「リストのセットアップ」(413ページ)を
参照してください。

l ユーザー定義フィールドで複数値を選択する場合は、 [複数値の選択を可能にす

る]チェックボックスをオンにします。

8. ユーザー、リリース、またはチームタイプのユーザー定義フィールドを追加する場合は、
新しいフィールドの値の基になる参照フィールドを選択します。

9. 既存のフォームにユーザー定義フィールドを追加するには、 [追加先フォーム] ドロップ
ダウンリストからフォームを選択します。

10. [追加 ]をクリックします。

ユーザー定義フィールドは、他の事前定義のシステムフィールドと同様にALM Octaneで
利用できます。

ユーザー定義フィールドの属性設定

フィールドを必須フィールドにするなど、ユーザー定義フィールドの属性を設定するには、
エンティティタイプに対してルールを作成します。詳細については、「ルールのセットアップ」
(416ページ)を参照してください。

ユーザー定義フィールドが必須であるが、項目の追加に使用するデフォルトのスマート
ビューフォームに新しいユーザー定義フィールドが表示されない場合、ALM Octaneは
[他の無効な必須フィールド ]セクションで値の入力を要求します。このセクションは、必要
な場合のみ表示されます。
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ユーザー定義フィールドの削除

ユーザー定義フィールド (UDF)が必要なくなった場合は、UDFを削除できます。

エンティティで、グリッドでユーザー定義フィールドを選択し、ツールバーで削除ボタン [X]を
クリックします。

削除されたフィールドは、次のように処理されます。

エンティティの

フォーム

次回フォームを開いたときに、フォームからフィールドがクリアされま
す。

ルール 警告が表示されます。削除されたフィールドを含むルールはすべて
無効で、非アクティブ化されます。

グラフ 削除されたフィールドは、オプションとして使用できなくなります。ま
た、

l 現在のステータスのグラフの場合、グラフの設定が無効になって
いることを示すメッセージが表示されます。必要に応じて既存の
設定を変更します。

既存の設定を変更できない場合は、ウィジェットを削除します。

l トレンドベースのグラフの場合、フィールドはグラフデータ内に残り
ます。

フィルター/
グループ化フィル

ター

フィルターのフィールドがクリアされ、メッセージが表示されます。必
要に応じて、(グリッドまたはダッシュボード設定で)フィルターをリセッ
トします。

ソート順序 フィールドがソートからクリアされ、メッセージが表示されます。

グリッド表示 グリッド表示からフィールドがクリアされます。メッセージは表示されま
せん。

お気に入り お気に入りのフィールドがクリアされます。メッセージは表示されませ
ん。
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フィールド表示ラベルの変更

UDFとシステムフィールドの表示名を変更できます。

フィールドラベルを変更するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、共有スペースまたはワークスペースを選択しま
す。

2. [エンティティ] > [フィールド ]をクリックし、フィールドを選択します。

3. [ラベル]フィールドを変更し、 [保存 ]をクリックします。

トラブルシューティング: フィールドラベルを変更しても、グリッドに新しいラベルが表示され
ない。

一部のグリッドでは、複数のエンティティが結合されたビューに表示されます。正しく表示
するには、すべてのエンティティのフィールドラベルが一致している必要があります。

バックロググリッド 不具合、ユーザーストーリー、品質ストーリーが含まれま
す。

テストグリッド 手動テスト、Gherkinテスト、テストスイート、および自動テ
ストが含まれます。

実行グリッド テストスイートの手動テスト実行と自動テスト実行が含ま
れます。

解決策: [設定 ]で、関連するすべてのエンティティのフィールドのラベルを変更します。

例

1. 不具合、品質ストーリー、ユーザーストーリーには、 [作成者 (Author)]フィール

ドが存在します。

2. このラベルを「作成者 (Author)」から「作成者 (Creator)」に変更します。

3. [設定 ]で、不具合、品質ストーリー、ユーザーストーリーのそれぞれに対して、

[作成者 (Author)]フィールドのラベルを、「作成者 (Creator)」に変更します。

4. ALM Octaneの結合されたバックロググリッドに、「作成者 (Creator)」というラベ

ルが正しく表示されます。

制限事項: 結合されたグリッドですべてのエンティティに対してフィールドが使用できない
場合、変更後のラベルは表示されません。
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参照情報 :
l 「フォームのデザイン」(403ページ)
l 「ルールのセットアップ」(416ページ)
l 「リストのセットアップ」(413ページ)

リストのセットアップ
ALM Octaneでは、システムフィールドの値の標準設定のリストが利用できます。共有ス
ペース管理者およびワークスペース管理者は、サイトのニーズに合わせてこれらの値を変
更できます。

さまざまなシステムリストの値の変更や、独自のリストの作成を行うことができます。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

このトピックの内容 :

l 「ユーザー定義リストの作成」(413ページ)
l 「システムリストの変更」(414ページ)
l 「ユーザー定義リストの削除」(415ページ)

ユーザー定義リストの作成

共有スペース管理者またはワークスペース管理者がユーザー定義リストを作成すると、
そのリストをフォームに追加したり、そのリストにアクセスするルールを作成したりできます。

ユーザー定義リストを作成するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]を選択して、共有スペースまたはワークスペースを選択しま
す。

2. [リスト ]をクリックしてから、 [+]をクリックしてリストを追加します。

3. リストに名前を付けます。
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4. リストに対して次の操作を実行できます。

UI 操作

[名前 ]テキスト
ボックス

リストの名前を変更します。

リスト項目のテ
キストボックス

リスト項目の名前を変更します。

リストに値を追加します。

リストの項目を昇順および降順に並べ替えます。

リストの項目を非アクティブ化します。

非アクティブ化した項目はリストに表示されなくなります。ただ
し、既存のリストからは削除されません。

リストの保存後に、リストの項目を再度アクティブ化することはで
きません。代わりに、同じ名前で新規のリスト項目を作成する
ことができます。

復元 リストの編集中、保存を行うまでは値を復元することができま
す。値はリストの編集を始めた時点の元の値にリセットされま
す。

5. [追加 ]をクリックします。

システムリストの変更

共有スペース管理者またはワークスペース管理者は、ALM Octaneで提供されている標
準設定のシステムリストの一部を変更できます。

システムリストを変更するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]を選択して、共有スペースまたはワークスペースを選択しま
す。

2. [リスト ]をクリックします。

すべてのリストが表示されます。ただし、変更できるのは、ユーザー定義リストと一部
のシステムリストのみです。リストが (どの程度 )編集可能かどうかを確認するには、
[変更可能 ]カラムと [名前の変更のみ]カラムを参照してください。

3. 変更するリストへのリンクをクリックします。

4. リストを変更します。
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すべてのリストで、すべての編集機能がサポートされているとは限りません。たとえ
ば、 [重大度 ]および [優先度 ]フィールドでは、リスト項目の名前の変更のみがサポー
トされます。

UI 操作

[名前 ]テキスト
ボックス

リストの名前を変更します。

リスト項目のテ
キストボックス

リスト項目の名前を変更します。

リストに値を追加します。

リストの項目を昇順および降順に並べ替えます。

リストの項目を非アクティブ化します。

非アクティブ化した項目はリストに表示されなくなります。ただ
し、既存のリストからは削除されません。

リストの保存後に、リストの項目を再度アクティブ化することはで
きません。代わりに、同じ名前で新規のリスト項目を作成する
ことができます。

復元 リストの編集中、保存を行うまでは値を復元することができま
す。値はリストの編集を始めた時点の元の値にリセットされま
す。

5. [保存 ]をクリックします。

ユーザー定義リストの削除

ユーザー定義フィールド (UDF)またはルールでリストが使用されなくなった場合、共有ス
ペース管理者またはワークスペース管理者はそのリストを削除できます。

ユーザー定義リストを削除するには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]を選択して、共有スペースまたはワークスペースを選択しま
す。

2. [リスト ]をクリックします。

3. 削除するリストを選択します。

4. をクリックします。
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参照情報 :
l 「リストのセットアップ」(413ページ)
l 「フィールドのカスタマイズ」(407ページ)
l 「フォームのデザイン」(403ページ)
l 「ルールのセットアップ」(416ページ)

ルールのセットアップ
特定の条件が満たされたときにALM Octaneでアクションをトリガーするルールをセットアッ
プできます。

このトピックの内容 :

l 「概要」(416ページ)
l 「スペース間でのルールの共有」(416ページ)
l 「ルールの定義」(417ページ)
l 「例」(424ページ)

概要

ルールでは、アクションと通常条件を指定します。

アクションとは、条件が満たされたときに実行する処理です。

l アクション

アクションには、フィールドを必須にする、フィールドを読み取り専用にする、フィールド
の標準設定値を設定するなどがあります。

l 条件

条件が満たされたときに、ルールのアクションが実行されます。たとえば、 [ステータス]
フィールドが [修正済み]に変更された場合に、ルールで [修正ビルド ]フィールドを必須
にすることができます。このときの条件は、ステータス=修正済みです。

条件を指定しない場合、ルールのアクションは必ず実行されます。たとえば、フィール
ドを常に必須にすることができます。

スペース間でのルールの共有

ルールは共有スペースとワークスペースに対して定義できます。

l 共有スペースに対して定義した場合、ルールは関連するすべてのワークスペースに適
用されます。共有スペース管理者は、これらのルールを作成および変更できます。

l 特定のワークスペースに対して定義した場合、ルールはそのワークスペースにのみ適用
されます。ワークスペース管理者は、これらのルールを作成および変更できます。
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個別のワークスペースのルール が最初に実行され、その後、共有スペースのルール

が実行されます。詳細については、「共有スペースのルールとワークスペースのルール
では、どちらが優先されますか」(429ページ)を参照してください。

ルールの定義

ルールは共有スペースとワークスペースに対して定義できます。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

ルールの作成

1. 事前に計画を作成します。

定義するルールによっては、事前に準備作業が必要になる場合があります。

たとえば、URLの呼び出しアクションを使用するルールを作成する場合は、ルールの
作成前に資格情報を定義する必要があります。

2. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースまたはワークスペースを選択します。

3. [エンティティ]をクリックし、ルールを作成する項目を選択します。

4. [ルール]をクリックします。

5. 新しいルールを作成するか、既存のルールを元にルールを作成することができます。

l [+]をクリックして新しいルールを作成します。

l ルールを選択して [ルールの複製 ]をクリックします。

アクションの定義

[アクション]をクリックし、実行するルールのアクションを選択します。

選択したアクションの関連する値を指定します。

アクション

アクション 説明

必須に
する

フィールドを必須にします。

読み取り専用
にする

フィールドを読み取り専用にします。
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アクション 説明

ルックアップリス
トの変更

リストの値をリストのサブセットに変更します。

使用するリストの名前を入力します。リストの作成の詳細について
は、「リストのセットアップ」(413ページ)を参照してください。

フォームの使
用

エンティティの追加や編集用に、ユーザーが別のフォームレイアウトを
選択できるようにします。

フォームレイアウトは、カスタマイズ> [フォーム]で事前定義する必要
があります。

フィールド値の
設定

次のいずれかを実行できます。

l エンティティの作成または変更時に、フィールドの標準設定値を
設定する。

l 別のフィールドの値が変更された場合に、フィールドの値を設定
する。

タイミングは、値を設定するトリガーです。タイミングは次のいずれかで
す。

l エンティティが作成されたとき

l エンティティのフィールドが変更されたとき

設定する値には、新しい値、空白、または別のフィールド値のコピー
を使用できます。
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アクション 説明

URLの呼び出
し

ALM Octaneは、WebHookによる他のアプリケーションとの統合をサ
ポートしています。URLの呼び出しアクションを使用するルールを作
成して、WebHookを設定します。

以下を設定します。

l URLを呼び出すイベント

イベントは、URLの呼び出しのWebHookメカニズムをトリガーして
HTTPまたはHTTPS要求を送信します。

[送信モード ]フィールドを使用してイベントを指定します。使用でき
るイベントは、新規、更新、削除です。

l URLへの接続

WebHookを受け取るサービスアプリケーションのURL。有効なアク
セスできるURLを入力します。

[接続テスト ]をクリックして、正常に接続できることを確認します。

l 資格情報

URLの呼び出しルールは基本認証をサポートしています。URLの
呼び出し内で資格情報を設定すると、URLの呼び出し要求
に、基本認証ヘッダーが含められまれます。

資格情報は、ALM Octaneが要求を認証するのに使用できる
ユーザー名とパスワードです (通常、基本認証を使用 )。
詳細については、「資格情報のセットアップ」(461ページ)を参照
してください。

注:資格情報は、 Integration Bridgeを使用しない場合にのみサ
ポートされます。 Integration Bridgeを使用する場合、資格情報
フィールドは無効になります。

[接続テスト ]をクリックして、正常に接続できることを確認します。

l 要求のペイロード

標準設定では、ALM Octaneはペイロードで次のフィールドを
POSTします。

l ID
l タイプ

l 変更されたフィールド (元の値と変更後の値を含む)
[フィールド ]を使用して、要求のペイロードで送信する追加フィー
ルドを選択します。
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アクション 説明

詳細については、「URLの呼び出し要求のペイロード形式につい
て」(430ページ)を参照してください。

l URLに接続するための詳細設定 (オプション)
l URLがALM Octaneサーバーに対して公開されている場合、
追加の操作は必要ありません。

l URLが公開されていない場合は、 [詳細設定 ]を選択して
Integration Bridgeを選択します。詳細については、
「Integration Bridgeのセットアップ」(528ページ)を参照してくだ
さい。

注: Integration Bridgeを使用する場合、資格情報はサポート
されません。資格情報フィールドは無効になります。

URLの呼び出しルールを使用するエンドツーエンドの手順について
は、「URLの呼び出しを使用した他のアプリケーションとのWebHook
統合」(429ページ)を参照してください。

電子メールの送

信

エンティティが作成、変更、削除された場合に、電子メールを送信
します。

送信モードは、電子メールを送信するトリガーです。

電子メール受信者は、プロジェクトで定義されたユーザー、または名
前がフィールドのルックアップリストに表示されるユーザーです。

電子メールの本文はALM Octaneによって自動生成されます。

検証 エンティティがルールの条件と一致する場合、エンティティはエラー状
態とみなされ、検証をパスできません。

ルールを使用して、エンティティが作成、変更、削除されたことを検
証することができます。送信モードは、検証を実行するトリガーです。

コメントの追加 エンティティが作成または更新されたときに、エンティティにコメントを
追加します。

送信モードは、コメントを追加するトリガーです。

ユーザーに割り

当て

選択したタイプ (作成者、検出者、所有者、QA所有者 )に割り
当てられたユーザーの自分の作業モジュールで項目を追加します。
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アクション 説明

遷移をブロック エンティティのワークフローで遷移が一般に許可されている場合で
も、ユーザーがあるフェーズから特定のフェーズに遷移できないように
します。

ヒント :フェーズに依存のルールを定義するには、 [ワークフロー]タブをク
リックし、ルールを作成するフェーズまたは遷移を選択し、 [ルール]タ
ブをクリックします。

条件の定義

条件は、フィールド、演算子、および値で構成されます。

1. 条件の作成を開始するには、 [条件 ]をクリックします。

各ルールに対して、定義できる条件は1つだけです。ただし、複合条件を指定する
ことができます。つまり、And演算子やOr演算子を使って、複数の条件をまとめて1
つの条件にすることができます。

フィールドの選択

条件または特殊な状況の基となるフィールドを選択します。

特殊な状況には次のようなものがあります。

編集モード エンティティがすでに存在していて現在編集中であるか、または
現在のエンティティが新規であるかどうかに条件が基づく場合。

新規かどうかのチェック方法 :編集モード = 新規

既存かどうかのチェック方法 : Not(編集モード = 新規)

現在のユーザー

ロール

条件が、ユーザーに特定のロールが割り当てられているかどうか
に基づく場合。
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<エンティティ>
数

条件が、存在している特定タイプの関連項目の数に基づく場
合。

例

l 個数

どのアプリケーションモジュールにも関連付けられていない
フィーチャーを検索する手順 :
i. フィーチャーエンティティを選択します。

ii. [フィールド ]の値として、 [アプリケーションモジュール数 ]を選
択します。

iii. =演算子を選択します。

iv. 値0を入力します。

v. [OK]をクリックします。

l 他のエンティティに関連する項目の数

自分が作成したタグを含むフィーチャーを検索する手順 :
i. フィーチャーエンティティを選択します。

ii. [フィールド ]の値として、 [タグ数 ]を選択します。

iii. をクリックしてから、 [フィルターの追加 ]をクリックします。

ヒント : が存在しない場合は、フィルター演算子を選
択して関連する個数を取得することもできます。詳細に
ついては、「フィルター演算子」(423ページ)を参照してく
ださい。

iv. [作成者 ] > [次の値に等しい] > [自分 ]を選択します。

v. >演算子を選択します。

vi. 値0を入力します。

vii. [OK]を2回クリックします。

演算子の選択

選択したフィールドまたは特殊な状況に応じて、選択できる演算子が異なります。
たとえば、日付フィールドには、テキストフィールドと異なる演算子が表示されます。

一般的な演算子 (=、<、>など)に加えて、一部のフィールドでは次のような特殊な
演算子がサポートされています。

が次を含む場

合:
フィールドにリストから選択した値が含まれているかどうかをチェッ
クします。
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が次を含む場

合:
現在のユーザーロールにリストから選択したロールが含まれてい
るかどうかをチェックします。

現在のユーザーロールに関してのみ使用できます。

が空の場合 フィールドが空かどうかをチェックします。

が変更済みの

場合

フィールドが元の値から変更されているかどうかをチェックします。
この演算子は、新しいエンティティでは利用できません。

現在の値および

元の値演算子

フィールドの元の値 (エンティティに最初にアクセスしたとき)または
フィールドの現在の値 (エンティティに最初にアクセスしたとき以
降にフィールド値を変更したため)を評価する条件を設定でき
ます。

l 条件を元の値に基づかせるには、演算子ドロップダウンリスト
の見出し [元の値 ]の下にある演算子を選択します。

l 条件を現在の値に基づかせるには、演算子ドロップダウンリ
ストの見出し [現在の値 ]の下にある演算子を選択します。

フィルター演算

子

個数フィールドで使用できます。

現在の項目に関連する項目数をカウントする条件を設定でき
ます。たとえば、自分が所有しているテストを含むすべてのフィー
チャーの個数をカウントできます。

a. フィーチャーエンティティを選択します。

b. 演算子のリストの [フィルター]で、下方向にスクロールして演
算子を選択します。

c. 演算子 (=など)を選択します。

d. フィルターを定義します。たとえば、 [所有者 ] > [次の値に等し

い] > [自分 ]のフィルターを定義できます。

e. [保存 ]をクリックします。

ヒント : フィルター演算子が存在しない場合は、 アイコンを選
択して個数をフィルター処理できます。詳細については、「他の
エンティティに関連する項目の数」(422ページ)を参照してくださ
い。

値の設定

次のボックスに値を入力します。値を入力するか、リストから値を1つまたは複数選
択します。値を複数選択する場合、Orステートメントで連結されます。

ユーザーフィールドでは、[現在のユーザー] を値として入力できます。必要に応じて、
条件にAND/OR式を追加します。

必要に応じて、条件にAND/OR式を追加します。
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条件の指定では、 [説明 ]ボックスに、条件のテキスト表現が表示されます。

注: ALM Octaneが、ルール定義で、存在しないために処理できないフィール

ドに直面した場合、条件がFalseと評価される可能性があります。これは、

プロジェクトからフィールドが削除されたことが原因である場合もあります。こ

れがエラーではなく、組織のポリシーを実装するために必要なロジックの一部

である状況があります。

標準設定では、ルールはアクティブになっています。詳細については、「ルールのアク
ティブ化とパフォーマンスについて」(426ページ)を参照してください。

ルールを保存すると、ALM Octaneによってルールが自動的に実行されます。

例

ルールの作成の例を以下に示します。

ルックアップリストのサブセットの設定

現在のチームによっては、不具合の起点となる項目を使用できないことがあります。たと
えば、ALMとALM Octaneのみを操作しているあるチームの場合、チームの不具合の起
点となる項目はService AnywhereやJIRAではありません。チームに基づいて、現在の
ルックアップリストのサブセットのみを利用可能にするルールを作成できます。

条件: [チーム]フィールドの値が特定の値である場合

アクション:チームに関連する [項目の作成元 ]の値を選択します。

フィールドを必須にする

自動テストで値が空にならないように、テストツールタイプを必須に設定します。

条件: [テストツールタイプ]フィールドが [が空の場合 ]の場合

アクション: [テストツールタイプ]フィールドの値が要求されます。

フィールドの標準設定値の設定

各手動テストをアプリケーションモジュールに確実に割り当てるため、 [アプリケーションモ

ジュール]フィールドの値を、すべての空ステータスに適用されるデフォルトアプリケーションモ
ジュールに設定します。

条件:テストの [編集モード ]が [新規 ]の場合、テストは作成されたばかりであることを意
味します。

アクション: [アプリケーションモジュール]フィールドを [一般 ]に設定します。
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URLの呼び出し

エンティティの作成、削除、または更新時に別のアプリケーションとのWebHook統合を
行う場合は、URLの呼び出しルールを使用してエンドポイントURLに要求をPOSTできま
す。このURLにあるサービスは呼び出しを受け取って要求を処理します。

条件: <なし>

実行条件:新規、更新、削除

アクション: ALM Octaneのエンティティ情報を次のエンドポイントURLにPOSTする:
http://myServer:8081/myAPI

イベントの結果としてエンドポイントURLに情報をPOSTするURLの呼び出しルールの
セットアップの詳細については、「URLの呼び出しを使用した他のアプリケーションとの
WebHook統合」(429ページ)を参照してください。

フォームの切り替え

テスト担当者が不具合を作成してバグ報告をする場合、組織レベルのポリシーによっ
て、テスト担当者に次のフィールドの表示と編集を許可します。 [説明 ]と [重大度 ]。

同様に、開発者が不具合の修正を開始する際には、開発者に次のフィールドの表示
と編集を許可する必要があります。 [修正日時 ]、 [修正ビルド ]、 [所有者 ]。

次の2つのルールを定義します。

l ルール1:開発者用のフォームを設定します。

条件 :チームが開発者チームの場合

アクション:開発者用のフォームを使用します。

l ルール2:テスト担当者用のフォームを設定します。

条件:チームがテスト担当者チームの場合

アクション:テスト担当者用のフォームを使用します。

項目の属性が更新されたときに電子メールを送信する

ユーザーストーリー、不具合、またはその他の項目でステータスが変更された場合、該
当する項目が更新されたことを通知できます。

これを行うには、次のいずれかの方法で定義します。

l 項目のフェーズなど、特定のフィールドの変更を通知する場合は、 [が変更済みの場

合 ]をフィールドの演算子として選択します。

l 不具合の修正中から修正済みへの移行など、指定したフィールドの特定の値への変
更を通知する場合は、 [元の値 =]フィールドを前の値に設定し、新しい値に対して標
準演算子を=に設定します。
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開発者による不具合のクローズを不可能にする (他のすべてのユーザーは不具合を
クローズできる)。
開発者は不具合をクローズする必要がないため、この遷移をブロックするワークフロー
ルールを作成できます。

このルールは、エンティティの [ワークフロー]タブで作成することをお勧めします。こうするこ
とで、遷移の [遷移元 ]フェーズと [遷移先 ]フェーズがあらかじめ入力された状態になりま
す。 [クローズ候補 ]と [クローズ済み]の間の遷移を選択し、 [ルール]パネルを使用してルー
ルを追加します。

条件 : [現在のユーザーロール]に [チームメンバー]が含まれている場合 ...

アクション: [クローズ候補 ]から [クローズ済み]への遷移をブロックします。

次のステップ
l 「ルールのアクティブ化とパフォーマンスについて」(426ページ)
l 「URLの呼び出しを使用した他のアプリケーションとのWebHook統合」(429ペー
ジ)

l 「ルールのトラブルシューティング」(436ページ)
l 「フォームのデザイン」(403ページ)
l 「ワークフロールールの作成」(445ページ)

ルールのアクティブ化とパフォーマンスについて

本項では、どのルールのアクションを実行するか、およびそのアクションをいつ実行するかを
ALM Octaneが決定する方法について説明します。グリッド内のルールの順序のもつ意
味についても説明します。

このトピックの内容 :

l 「条件が評価され、アクションが実行されるのはいつですか」(427ページ)
l 「順序はルールの実行方法に影響しますか」(428ページ)
l 「組織には多くのルールがあります。これらのルールをグリッド内でリストする方法につい
て、何かヒントはありませんか」(428ページ)

l 「共有スペースのルールとワークスペースのルールでは、どちらが優先されますか」(429
ページ)
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条件が評価され、アクションが実行されるのはいつですか

ほとんどのルールは継続的に評価され、アクションは必要に応じて実行されます。その
他のルールは、特定のイベントの発生後に評価されます。

ALM Octaneでは、次の2つのうちのいずれかの方法で、ルールの条件を評価し、ルール
のアクションを実行します。

l ユーザーが継続的に作業している場合: ALM Octaneは、アクティブ状態のルールの条件
が満たされているかどうかをチェックします。条件が満たされている場合、ルールのアク
ションが実行されます。ほとんどのルールはこのカテゴリに該当します (読み取り専用

ルール、フォームを使用ルールなど)。
l 特定のイベントが発生する場合: これらのルールのアクションが実行されるには、アクティブ
状態のルールの条件を評価して、条件が満たされているかどうかを確認するだけでな
く、特定のイベントが発生する必要もあります。これらのイベントには、新規エンティ
ティの作成、既存のエンティティの削除、既存のエンティティの変更が含まれます。

注: このタイプのルールを定義する場合、条件を指定する必要はありません。

イベントが発生したときに、他のいかなる制約もなしにルールのアクションが実

行されます。

例 :
l 値設定ルール: これらのルールは、エンティティの作成または変更時にフィールドの値
を変更します。該当する操作が開始されるとすぐに、これらのルールのアクションが
実行されます。

l 電子メールルール:これらのルールは、エンティティが作成、変更、削除された場合に
電子メールを送信します。これらのルールのアクションは、ユーザーが [追加 ]または
[保存 ]をクリックしたときに実行されます。

l 検証ルール:これらのルールは、エンティティが作成、変更、削除された場合、およ
びユーザーが [追加 ]または [保存 ]をクリックしたときに、エンティティを検証します。こ
れらのルールのアクションは、ユーザーが [追加 ]または [保存 ]をクリックしたときに実
行されます。

注:ツリー内のエンティティの移動は、エンティティの変更とは見なされません。

ルールのアクティブ化と非アクティブ化

標準設定では、ルールは定義した時点でアクティブになります。ルールを定義した後非
アクティブにするには、 [ルール]リストでルールを選択し、 [OFF]をクリックします。

必須フィールドまたは読み取り専用フィールドをルールの条件に指定する際には、同時
にアクティブ化できるルールは1つに限定されます。
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たとえば、 [優先度 ]フィールドを必須フィールドにするルールと、 [優先度 ]フィールドをオプ
ションフィールドにするルールがある場合、この2つのルールを同時にアクティブ化することは
できません。この2つのルールを作成することは可能ですが、両方ともアクティブ化すること
はできません。

順序はルールの実行方法に影響しますか

エンティティが複数のルールの条件を満たす場合、グリッド内でのルールのリスト順に、そ
のエンティティ上でルールの各アクションが実行されます。

例:
1番目のルールは、不具合が新規 (編集モード=新規)であるかどうかをチェックし、

新規であれば入力フォームを [TheAddForm]に設定します。このフォームを使用

すると、ユーザーは通常後でしか分からない詳細情報に惑わされず、不具合の

基本情報を入力できます。

リストの次のルールは、不具合がすでに存在していて、編集中 (Not (編集モード=
新規))かどうかをチェックします。この場合、ルールは入力フォームを

[TheEditForm]に設定します。

3番目のルールは、不具合の [優先度 ]が1-Criticalであるかどうかをチェックし、そう

である場合、フォームを [TheCriticalForm]に設定します。このフォームでは、その

不具合が致命的である理由を説明する追加フィールドを指定する必要があり

ます。このルールは、2番目のルールと矛盾します。最後に実行されるルールであ

るため、不具合が新規でなくても、その結果が保持されるためです。

組織には多くのルールがあります。これらのルールをグリッド内でリスト
する方法について、何かヒントはありませんか

組織に多くのルールがある場合は、ルールを一定の方法で整理することで、定義されて
いる内容が把握しやすくなります。ALM Octaneがルールを処理する方法に従って、
ルールのリストを整理すると便利です。ルールのアクションの実行条件に影響を与えず、
全体像を把握するときに役に立ちます。

次に示す順序も、ALM Octaneが「バックグラウンド」でルールを処理する方法に最も近
いものです。

1. 特定のイベントの後に発生するルールをリストします。

a. エンティティの作成中にフィールド値を変更するルール。

b. エンティティの変更、削除時にフィールド値を変更するルール。

c. 電子メールを送信するルール。

d. エンティティを検証するルール。
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2. その他のすべてのルールをリストします。これらは、継続的に評価および実行される
ルールです。

ヒント :すべてのシナリオをカバーするために、さまざまなルックアップリストとサブリ

ストを設定する多くのルールがあると思われます。最後にこれらをまとめてグ

ループ化すれば、読みやすくなります。

共有スペースのルールとワークスペースのルールでは、どちらが優先さ
れますか

共有スペースに対して定義したルールと、その共有スペースに関連付けられたワークス
ペースに対して定義したルールがある場合、どちらのルールが優先されるかを理解してお
くことは重要です。

ワークスペースのルール が先に実行され、その後で共有スペースのルール が実行
されます。共有スペースのルールがワークスペースのルールで定義されたアクションと矛盾
している場合は、後で実行される共有スペースのルールが優先されます。

URLの呼び出しを使用した他のアプリケーションとの
WebHook統合

ALM Octaneは、WebHookによる他のアプリケーションとの統合をサポートしています。
URLの呼び出しアクションを使用するルールを作成して、WebHookを設定します。この
トピックでは、URLの呼び出しルールを使用するのに必要な設定を行うためのエンドツー
エンドの手順について説明します。

このトピックの内容 :

l 「概要」(429ページ)
l 「プロキシの設定」(430ページ)
l 「URLの呼び出しのカスタマイズ」(430ページ)
l 「資格情報のセットアップ (オプション)」(430ページ)
l 「Integration Bridgeのインストール (オプション)」(430ページ)
l 「URLの呼び出し要求のペイロード形式について」(430ページ)
l 「エンドポイントでのWebサービスのセットアップ」(435ページ)

概要

URLの呼び出しのWebHookメカニズムは、高度なワークフローユースシナリオに対応し
ており、他のアプリケーションとの統合が可能になります。

ALMOctaneユーザーガイド

スペースの設定

ALM Octane (12.55.17) 429 / 628ページ



URLの呼び出しルールでは、エンティティの作成、削除、更新など、ALM Octaneでイベ
ントが発生した場合に、JSON形式のペイロードを含むHTTP/S要求をエンドポイント
URLに送信します。

このエンドポイントURLで、アプリケーションは要求を受け取って情報を処理します。

プロキシの設定

オンプレミス:必要に応じて、サイト管理者に依頼して、外部への要求がブロックされな
いように組織のプロキシを設定します。

プロキシを設定するには、octane.ymlファイルを変更して、ALM Octaneサーバーを再起
動します。詳細については、『ALM Octaneインストールガイド』のその他の設定項目の
設定に関する説明を参照してください。

URLの呼び出しのカスタマイズ

管理者は、設定パラメーターを使用して、ALM OctaneでのエンドポイントURLへのアク
セス方法をカスタマイズできます。

次の設定をカスタマイズできます。

l ALM Octaneで外部に要求を送信するのに、HTTPまたはHTTPSのどちらを使用す
るか (CALL_URL_ALLOW_HTTP)。
HTTPを使用する場合、要求の送信には標準ポート80のみを使用します。

l HTTP/S要求がタイムアウトするタイミング (CALL_URL_REQUEST_TIMEOUT)。
詳細については、「設定パラメーター」(338ページ)を参照してください。

資格情報のセットアップ (オプション)
必要に応じて、管理者に依頼して、要求の認証に使用する資格情報を定義しま
す。

URLの呼び出しでは、基本認証がサポートされます。URLの呼び出しルールで資格情
報を設定した場合、URLの呼び出し要求に基本認証ヘッダーが含められます。

詳細については、「資格情報のセットアップ」(461ページ)を参照してください。

Integration Bridgeのインストール (オプション)
ALM OctaneサーバーでエンドポイントURLにアクセスできない場合は、 Integration
Bridgeをインストールします。「Integration Bridgeのセットアップ」(528ページ)を参照して
ください。

URLの呼び出し要求のペイロード形式について

URLの呼び出しアクションを含むルールを処理する場合、ALM Octaneはエンドポイント
URLに対してHTTP/S POST要求を実行します。このPOSTには、JSON要求ペイロー
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ドが含められます。

URLの呼び出しアクションをトリガーしたイベントに応じて、異なるペイロードが送信され
ます。

イベント 要求ペイロード

エンティティの
作成

標準設定では、URLの呼び出しアクションに、 IDやタイプなどの基
本的なフィールドのみが含められます。

エンティティの
削除

標準設定では、URLの呼び出しアクションに、 IDやタイプなどの基
本的なフィールドのみが含められます。

エンティティの
更新

標準設定では、URLの呼び出しアクションに、 IDやタイプなどの基
本的なフィールドに加えて、変更の「前後」の内容のセットが含めら
れます。

URLの呼び出しルールを作成する際に、 [フィールド ]を指定して、要求ペイロードに含め
る追加フィールドを選択できます。

ALM Octaneのすべてのシステムフィールドタイプがサポートされ、ペイロードで送信できま
す。詳細については、Developer Helpのフィールドタイプに関する説明を参照してくださ
い。

ユーザー定義フィールド (UDF)は現在サポートされていないため、ペイロードで送信でき
ません。

ペイロード形式の例

更新イベントのペイロードの例

ペイロードのパーツ

更新イベントのペイロードは、次のパーツで構成されています。

パーツ 説明

ヘッダー情報 すべてのURLの呼び出しルールで送信され、以下で構成されます。

l server_url
l event_type
l username
l sharedspace_id
l workspace_id
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パーツ 説明

基本情報 すべてのURLの呼び出しルールで送信されるフィールド。これらの
フィールドには、以下が含まれます。

l id
l type

追加情報 URLの呼び出しルールをセットアップする際に、 [フィールド ]を使用し
て要求ペイロードに追加できる追加フィールド。

変更点 event_typeがupdateの場合、要求ペイロードにはchangesフィールド
が含められます。

changesフィールドには、更新前後の値を含む、変更点のセットが
含まれます。

ペイロードの例 (各種フィールドタイプの使用例)

フィールドタイプ スニペット例

プリミティブ id、 type、 last_modifiedなどの基本的なシステムフィールド。

"changes": {
"last_modified": {
"oldValue": "2017-12-26T15:51:22Z",
"newValue": "2017-12-26T15:49:22Z"

}
}
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フィールドタイプ スニペット例

ユーザー ユーザー情報。

"detected_by": {
"id": 1991,
"type": "workspace_user",
"email": "MyEmail@MyCompany.com"

}

"changes": {
"detected_by": {
"oldValue": null,
"newValue": {
"id": 1002,
"type": "workspace_user",
"email": "YourEmail@YourCompany.com"

}
}

}

リストノード タイプとIDからなるオブジェクト (フェーズなど)。

"phase": {
"type": "phase",
"id": "phase.defect.new"

}

"changes": {
"phase": {
"oldValue": {
"type": "phase",
"id": "phase.test_manual.new"

},
"newValue": {
"type": "phase",
"id": "phase.test_manual.planned"

}
}

}

ALMOctaneユーザーガイド

スペースの設定

ALM Octane (12.55.17) 433 / 628ページ



フィールドタイプ スニペット例

複数リストノード 合計カウントとリストノードの配列 (テストタイプのリストなど)。

"test_type": {
"total_count": 2,
"data": [
{
"type": "list_node",
"id": "list_node.test_type.performance"

},
{
"type": "list_node",
"id": "list_node.test_type.regression"

}
]

}

"changes": {
"test_type": {
"oldValue": [
{
"type": "list_node",
"id": "list_node.test_type.performance"

},
{
"type": "list_node",
"id": "list_node.test_type.regression"

}
],
"newValue": [
{
"type": "list_node",
"id": "list_node.test_type.performance"

}
]

}
}

参照 タイプとIDからなるオブジェクト (リリースなど)。

"release": {
"type": "release",
"id": "2002"

}
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フィールドタイプ スニペット例

複数参照 合計カウントと参照エンティティの配列 (アプリケーションモジュー
ル (従来のプロダクト領域 )など)。

"application_modules": {
"total_count": 2,
"data": [
{
"type": "application_module",
"id": "2002"

},
{
"type": "application_module",
"id": "2001"

}
]

}

"changes": {
"application_modules": {

"oldValue": [
{
"id": 1001,
"type": "application_module"

}
],
"newValue": [
{
"id": 1002
"type": "application_module",

}
]

}
}

エンドポイントでのWebサービスのセットアップ

要求を受け取って情報を処理するエンドポイントで、サービスをセットアップして実行しま
す。

Webサービスをセットアップする際には、次の点に注意してください。

l WebサービスでHTTP/S応答をすみやかに送信し、ALM Octaneが遅延を失敗と誤っ
て解釈して再試行を繰り返すことがないようにする必要があります。

l Webサービスで必ず有効なHTTP/S応答を返し、ALM Octaneが応答をWebHook
の失敗と誤って解釈しないようにする必要があります。
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URLの呼び出しルールの実行

上記の項目および設定の指定が済んだら、ALM Octaneの [設定 ]で作成したURLの
呼び出しルールを実行できます。詳細については、「ルールのセットアップ」(416ページ)を
参照してください。

参照情報 :
l 「ルールのセットアップ」(416ページ)
l 「アクセス権と資格情報」(456ページ)
l 「Integration Bridgeのセットアップ」(528ページ)
l 「設定パラメーター」(338ページ)

ルールのトラブルシューティング

本項では、ALM Octaneのルールに関する問題のトラブルシューティングについて説明し
ます。

このトピックの内容 :

l 「検証を実行するルールが実行されていないように見える。たとえば、必須フィールド
が空のエンティティが作成される。」(436ページ)

検証を実行するルールが実行されていないように見える。たとえば、必須フィールドが
空のエンティティが作成される。

REST APIを使用する場合、作業項目 (エピック、フィーチャー、ユーザーストーリー、お
よび不具合 )をドラフトとして作成できます。これは、ALM Octaneが作業項目をすばや
く作成 (POST)するために、検証ルールを省略することを意味します。後で編集
(REST APIを使用してPUT操作 )を行う際に、検証ルールが適用されます。ドラフトの
作成およびドラフト機能のオン/オフの詳細については、Developer Helpのドラフトに関
する説明を参照してください。

次のステップ
l 「ルールのセットアップ」(416ページ)
l Developer Helpのドラフトに関する説明

ワークフローのフェーズと遷移のセットアップ
このトピックでは、フェーズとフェーズ間の遷移方法を定義して、開発ワークフローをセット
アップする方法について説明します。
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このトピックの内容 :

l 「概要」(437ページ)
l 「スペース間でのフェーズとワークフローの共有」(437ページ)
l 「ワークフローダイアグラム」(438ページ)
l 「ワークフローの例」(441ページ)
l 「ワークフローのセットアップ」(443ページ)
l 「ワークフロールールの作成」(445ページ)

概要

ALM Octaneは、フェーズを使用して項目のステータスを表します。

すべての項目に対して、項目が開発されるにつれて進んでいくフェーズを示すワークフ
ローを作成することができます。

ワークフローは、要件、不具合、テストなど、開発を通して進められるすべての項目でサ
ポートされます。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

スペース間でのフェーズとワークフローの共有

ワークフローとそのフェーズは、共有スペース および個々のワークスペース 内のエン
ティティに対して定義できます。

ここでは、個々のワークスペースに対して共有ワークフローをカスタマイズする方法につい
て説明します。

個々のワークスペースのワークフロー

特定のワークスペースに対して定義されたワークフローとフェーズは、そのワークスペース内
の項目でのみ使用できます。

このワークフローを作成、変更、および削除できるのは、ワークスペース管理者のみで
す。

共有ワークフロー

共有スペースで定義されたワークフローとフェーズは、関連付けられたすべてのワークス
ペース内の項目で使用できます。

関連付けられたワークスペース内で、フェーズは アイコン付きで表示されます。これ
は、フェーズが共有ワークフローで定義されていることを示します。
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共有スペース管理者ができること ワークスペース管理者ができること

共有スペース管理者は、共有ワークフ
ロー、フェーズ、および遷移の作成、変
更、削除を行うことができます。

共有ワークフローに対する変更は、その
ワークフローの共有スペースに関連付けら
れたすべてのワークスペースに反映されま
す。

ワークスペース管理者は、それぞれのワー
クスペースに関連付けられた共有ワークフ
ローで、フェーズの名前の変更やフェーズ
の追加を行うことができます。

ワークフローは共有された状態のままです
が、ワークスペースレベルでの変更は、変
更が行われたワークスペースのみで使用
できます。ワークスペース管理者のみが、
共有ワークフローに対する変更を参照で
きます。

例については、「共有ワークフロー」(442ページ)を参照してください。

共有ワークフローとクロスワークスペースグラフ

共有スペースでは、複数のワークスペースにまたがる情報についてレポートするウィジェッ
トを作成できます。この情報は、クロスワークスペースグラフと呼ばれます。ワークスペース
に関係なく、ウィジェットのフィルター条件を満たすすべての項目がグラフに含められま
す。

あるワークスペースで共有ワークフローがカスタマイズされている場合でも、共有ワークフ
ローのカスタマイズされた部分でフェーズが定義されたすべての項目がグラフに含められ
ます。

制限事項: クロスワークスペースウィジェットの設定でフェーズがX軸の値として含まれてい
る場合、ALM Octaneは特定のワークスペースでフェーズがカスタマイズされた項目を無
視します。これらはグラフには表示されません。

ダッシュボードを使用したクロスワークスペースウィジェットの詳細については、「ワークス
ペース 」(319ページ)を参照してください。

ワークフローダイアグラム

ワークフローダイアグラムには、次の項目が含まれます。

l 「フェーズ」(438ページ)
l 「遷移」(440ページ)

フェーズ

フェーズは項目のステータスを表します。
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フェーズ 項目によって含まれるフェーズは異なります。たとえば、バックログ項
目のフェーズには、 [新規 ]、 [延期 ]、 [修正中 ]、 [修正済み]、 [クローズ候

補 ]、 [重複 ]、 [クローズ済み]、および [却下 ]が含まれます。

次の長方形で表示されます:

ワークスペースで作業している場合、 アイコンは、フェーズが共有
ワークフローの一部であり、共有スペースで定義されていることを示し
ます。

フェーズは項目ごとにカスタマイズできます。詳細については、「リスト
のセットアップ」(413ページ)を参照してください。

開始フェーズ ワークフローを作成する場合、ワークフローの最初のフェーズは [開始 ]
フェーズです。

次の緑色の長方形で表示されます:

開始フェーズは、すべてのワークフローに1つのみ存在します。

メタフェーズ 各ワークフロー内には、メタフェーズが存在します。

ダイアグラムの関連フェーズ上のラベルで表示されます:

メタフェーズにより、フェーズは論理的に分類されます。

メタフェーズは標準設定で利用でき、変更することはできません。

メタフェーズ内では、フェーズの順序やフローを変更したり、フェーズを
追加したりできます。

また、ダッシュボードでメタフェーズを使用して、チャートやグラフを簡
素化および分類します。

バックログ項目のメタフェーズとそれぞれの標準設定フェーズは、次の
とおりです。

l [新規 ] メタフェーズのフェーズ:新規、延期

l [進行中 ] メタフェーズのフェーズ:修正中

l [完了 ] メタフェーズのフェーズ:重複、クローズ済み、却下
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マスターフェー
ズ

ワークスペースから共有ワークフロー内のフェーズを選択すると、マス

ターフェーズフィールドに、変更の基準になった共有ワークフロー内の
元のフェーズが表示されます。マスターフェーズフィールドは、右側の
[プロパティ]ペインに表示されます。

l ワークスペースで共有ワークフローのフェーズの名前を変更すると、
マスターフェーズに、共有スペース内のフェーズの元の名前が表示
されます。

l ワークスペース内のフェーズを共有ワークフローに追加する際に
は、元のフェーズに対して相対的にフェーズを追加します。この元
のフェーズは、新しく追加するフェーズのマスターフェーズです。

例については、「共有ワークフロー」(442ページ)を参照してください。

遷移

ワークフローフェーズは、遷移の矢印で接続されています。

プライマリ遷移 プライマリ遷移は、その項目のメインのワークフローです。ほとんどの
項目は、開発工程を進むにつれて、プライマリパスのフェーズを通過
していきます。

次の実線の矢印で表示されます:

各ワークフローには、プライマリ遷移が1つ存在します。

セカンダリ (代
替 )遷移

代替ワークフローパスとなる遷移。この遷移は、ワークフローのプライ
マリロジックにとって不可欠ではありません。項目は、特定の条件が
発生すると代替パスへと進みます。

次の点線の矢印で表示されます:

例 : [新規 ]の不具合はほとんどの場合、プライマリパスに沿って [修正

中 ]フェーズへと進みます。ところが、処理に必要なリソースを十分確
保できない場合には、 [新規 ]の不具合が [延期 ]へと進むこともあり
ます。
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ワークフローの例

以下のワークフロー例は、フェーズと遷移の使用例を示しています。

ユーザーストーリー

Gherkinテスト

不具合
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共有ワークフロー

ここでは、共有ワークフローの使用方法について説明します。以下の例は、次のシナリ
オに基づいています。

当社のサイトには、衣料品部門用の共有スペースがあります。この共有スペースには、
4つのワークスペースが関連付けられています。

ワークスペース管理者がタスクの共有ワークフローに複数のフェーズを追加

以下は、衣料品部門という共有スペースのタスク項目のワークフロー例です。

紳士衣料ワークスペースのワークフローを、ワークスペース管理者が変更します。ワークス
ペース管理者は、このフェーズの前に2つのフェーズ (調査中とデザイン中)を追加し、この
フェーズ後に2つのフェーズ (レビュー中とテスト中)を追加します。この変更は進行中フェー
ズを基準としているため、進行中がマスターフェーズです。
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このワークスペースのワークスペースユーザーのみが、これらの変更を参照できます。この
ワークスペースのワークスペースユーザーには、新規と完了の間に5つのフェーズが存在しま
す。

これらの5つのフェーズは、いずれもマスターフェーズが進行中です。これは、次のように、
右側の [プロパティ]ペインで確認できます。

マスターフェーズと、マスターフェーズに対して直接的または間接的に追加されたフェーズ
は、共有スペースおよびクロスワークスペースグラフ内で1つのユニットとして扱われます。こ
の例では、調査中、デザイン中、進行中、レビュー中、およびテスト中は、マスターフェーズ進

行中を基準とする1つのユニットと見なされます。共有スペースのグラフで進行中のタスク
の数をカウントする場合、合計にはこれらの5つのフェーズのタスクの数が含まれます。

ワークフローのセットアップ

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、共有スペースまたはワークスペースを選択しま
す。

2. [エンティティ]をクリックし、ワークフローをセットアップする項目を選択します。

3. [ワークフロー]をクリックします。既存のワークフローフェーズがグラフィック表示されま
す。

4. 必要に応じてワークフローを変更します。フェーズを選択し、次の操作を実行しま
す。

フェーズの名
前変更

[プロパティ]ペインで名前を指定します。
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フェーズを別の
メタフェーズに
割り当てる

[プロパティ]ペインで別のメタフェーズを指定します。フェーズは、
新しく割り当てたメタフェーズへと移動します。

フェーズの説
明

[プロパティ]ペインに、説明が読み取り専用で表示されます。

フェーズの追
加

新しいフェーズを追加する位置の前にあるフェーズを右クリックし
ます。 [フェーズの追加 ]を選択します。

ヒント :不具合のワークフローとユーザーストーリーのワークフローに
同じような意味のフェーズを追加する場合は、両方のワークフ
ローで同じフェーズ名を使用してください。これは、バックログモ
ジュールで、 [バックログ項目 ]タブに不具合とユーザーストーリー
が一緒に表示されるためです。このタブのフェーズフィルターに
は、不具合とユーザーストーリーのワークフローフェーズがすべて
含まれています。同じ名前のフェーズは、フィルターに1度しか表
示されません。

開始フェーズと
して指定する

[プロパティ]ペインで [開始フェーズ]チェックボックスをクリックしま
す。

プライマリ遷移
として指定す
る

[プロパティ]ペインで [プライマリ遷移 ]チェックボックスをクリックしま
す。

遷移の追加 新しいフェーズを追加する位置の前にあるフェーズを右クリックし
ます。 [遷移の追加 ]を選択します。遷移先となるフェーズの名前
を入力します。

フェーズまたは
遷移の削除

フェーズまたは遷移を右クリックし、削除オプションを選択しま
す。

l そこから移動するフェーズがある場合には削除できません。ま
ず遷移先を削除してください。

l フェーズに入る遷移が1つのみの場合、その遷移は削除でき
ません。

l プライマリ遷移を削除する場合は、 [プライマリ遷移 ]チェックボッ
クスをオフにして、別の遷移をプライマリとして選択してから、
削除してください。

共有スペース管理者のみが、共有スペースレベルで定義された
フェーズを削除できます。

ワークスペース管理者は、共有スペースのワークフローで、それぞ
れのワークスペースで作成された遷移を削除または変更できま
せん。
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ワークフローを変更すると、自動的に更新されます。

5. ワークフローに対して [保存 ]をクリックします。

ワークフロールールの作成

ワークフローダイアグラムおよびルール設定領域で、ワークフローをカスタマイズするルール
を作成できます。

このセクションの内容 :

l 「ワークフローダイアグラムでのワークフロールールの定義」(445ページ)
l 「ルール設定領域でのワークフロールールの定義」(445ページ)
l 「スペース間でのワークフロールールの共有」(446ページ)

ワークフローダイアグラムでのワークフロールールの定義

現在選択されているフェーズまたは現在選択されている遷移に対して、ワークフロー
ルールを定義できます。

1. 右側の [ルール]ペインにある [+]をクリックし、ルールを追加します。

右側の [ルール]ペインには、現在選択しているフェーズまたは遷移のルールのみが
表示されます。

2. ルールを定義します。

詳細については、「ルールのセットアップ」(416ページ)を参照してください。

3. [ルール]ペインで [保存 ]をクリックします。

ルール設定領域でのワークフロールールの定義

([ルール]パネルからではなく)上部の [ルール]タブをクリックすると、現在選択している項
目で定義されているルールが表示され、ワークフローで作成したばかりのルールも表示さ
れます。

ワークフロールールの追加や、既存のワークフロールールの変更を行うことができます。

グリッドの [フェーズ]カラムには、ルールの作成対象となったフェーズが表示されます。この
ルールは、他のフェーズでは実行されません。
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詳細については、「ルールのセットアップ」(416ページ)を参照してください。

スペース間でのワークフロールールの共有

ここでは、ワークフロールールをワークスペース間で共有する方法、および個々のワークス
ペースでカスタマイズする方法について説明します。

l ワークスペースで定義されたワークフロールールは、そのワークスペースでのみ使用でき
ます。

l 共有ワークフローに対して定義されたワークフロールールは、関連付けられたワークス
ペースで使用できます。

l 共有ワークフローに対して定義されたワークフロールールは、個々のワークスペースでカ
スタマイズできます。

ここでは、ALM Octaneでの共有ワークフロールールの使用方法とカスタマイズについて説
明します。

シナリオ

共有スペースに、品質ストーリーに関する以下のワークフローがあります。

[新規] > [進行中] > [完了]

共有スペース管理者は、チームメンバーが不具合のフェーズを [進行中 ]から [完了 ]に進
めないように、 [遷移をブロック]ルールを定義しました。この操作は、QAテスト担当者の
みが行うことができます。

ワークスペース管理者は、この共有ワークフローをカスタマイズしたいと考えています。 [完
了 ]マスターフェーズの前に [テスト中 ]フェーズを追加すると、このワークスペースのカスタマ
イズ後の共有ワークフローは次のようになります。

[新規] > [進行中] > [テスト中] > [完了]
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[遷移をブロック] ワークフロールール

[遷移をブロック]アクションを含むルールは、その項目のワークフローで遷移が一般に許可
されている場合でも、ユーザーがあるフェーズから特定のフェーズに遷移できないようにし
ます。

ワークスペースに対して [遷移をブロック]ルールを実行した場合、ユニットの最初のフェー
ズでのみ実行されます。そのため、チームメンバーは不具合のフェーズを [進行中 ]から [テ
スト中 ]に進めることができません。

その他のワークフロールール

追加されたフェーズとそのマスターフェーズは、ALM Octaneによって一緒に処理されま
す。

[必須にする]や [読み取り専用にする]などのワークフロールールをワークスペースに対して実
行すると、追加されたフェーズとそのマスターフェーズに、これらのアクションが適用されま
す。

共有スペース管理者が共有ワークフローで [完了 ]フェーズを必須にすると、ワークスペー
スレベルで [テスト中 ]フェーズと [完了 ]フェーズの両方が必須になります。

注: これは、 [遷移をブロック]ルールには当てはまりません。このルールの場合、アク

ションはユニットの最初のフェーズにのみ適用されます。詳細については、「[遷移

をブロック]ワークフロールール」(447ページ)を参照してください。

次のステップ
l 「ルールのセットアップ」(416ページ)
l Developer Helpのドラフトに関する説明

l 「リストのセットアップ」(413ページ)
l 「ワークスペース 」(319ページ)
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統合
ALM Octaneは、他のライフサイクル管理ツールとシームレスに統合することで、プロジェク
ト管理、プロダクトの品質、ビルドの進行状況などを包括的に把握できます。

ALM Octaneに組み込まれたサービスを使用して直接統合をセットアップするか、ALM
OctaneのREST APIを使用して希望するアプリケーションと統合します。

このトピックの内容 :

• ALMOctane DevOps統合 449
• 概要 449
• IDEの統合 450
• ソースコード管理 (SCM)の統合 450
• ビルド自動化 : CIサーバーの統合 450
• テストツールの統合 451
• セキュリティテストの統合 452
• 市販ソフトウェア (COTS)との統合 453
• 監視ツールの統合 453
• REST APIを使用した統合の追加 454
• CIの統合でサポートされる機能 454
• IDEの統合でサポートされる機能 455

• アクセス権と資格情報 456
• APIアクセスのセットアップ 457
• 資格情報のセットアップ 461

• 同期 463
• ALMOctaneとALMまたはJIRAとの同期 463
• Integration Bridgeのセットアップ 528

• DevOpsの統合 565
• CIサーバーのセットアップ 565
• SCMシステムのセットアップ 576
• テスト割り当てルールの作成と管理 579
• すべてのビルドの失敗の分類ルールの管理 (テクニカルプレビュー) 581

• テストの統合 583
• UFT統合のセットアップ 583
• セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー) 590

• ChatOpsの統合 593
• Slackのセットアップ 593

• IDEの統合 596
• IntelliJ IDEAでの操作 597
• Eclipse IDEでの操作 603
• Microsoft Visual Studio IDEでの操作 610

• レポートの統合 613
• 拡張レポートのためのODataサポート (テクニカルプレビュー) 614
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ALM Octane DevOps統合
リリースライフサイクルで使用する他のシステムに接続することで、ALM Octaneの機能を
拡張します。ALM Octaneはさまざまなツールの点と点をつなぎ合わせることで、ライフサ
イクル全体の包括的な管理を可能にします。

このトピックでは、ALM Octaneで利用できる統合オプションについて説明します。

このトピックの内容 :

l 「概要」(449ページ)
l 「IDEの統合」(450ページ)
l 「ソースコード管理 (SCM)の統合」(450ページ)
l 「ビルド自動化 : CIサーバーの統合」(450ページ)
l 「テストツールの統合」(451ページ)
l 「セキュリティテストの統合」(452ページ)
l 「市販ソフトウェア (COTS)との統合」(453ページ)
l 「監視ツールの統合」(453ページ)

概要
この図は、アプリケーションのライフサイクルの各ステージでALM Octaneと統合されるツー
ルを示しています。
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IDEの統合
開発用 IDE内からALM Octaneを使用します。

統合 手順

IntelliJ 「IntelliJ IDEAでの操作」(597ページ)を参照してください。

Eclipse 「Eclipse IDEでの操作」(603ページ)を参照してください。

Microsoft Visual
Studio

「Microsoft Visual Studio IDEでの操作 」(610ページ)を参照
してください。

IDEの統合でサポートされる機能の一覧については、「IDEの統合でサポートされる機
能」(455ページ)を参照してください。

ソースコード管理 (SCM)の統合
CIサーバーとの統合を通じて、ソースコントロール管理システムに対してコミットされた変
更を追跡します。詳細については、「ソースコントロール管理システムにコミットされた変
更の追跡」(218ページ)を参照してください。

ALM Octaneは、統合されたCIサーバーを介してSCM情報をインポートします。

ALM Octaneは、使用するCIサーバーに応じて、次のSCMシステムをサポートします。

CIサーバー サポートされるSCMシステム

Jenkins Jenkinsでサポートされる任意のSCMシステム

Bamboo Git、SVN

TeamCity Git、SVN

TFS Git

次の機能は、GitまたはSVNを使用する場合にのみ使用できます。

l リポジトリのコミットに関する情報。

l 変更されたファイルに対する差異リポジトリビューアーとファイルリポジトリビューアーへの
リンク。

ビルド自動化 : CIサーバーの統合
ALM Octaneでは、CIパイプラインからアプリケーションデリバリプロセスにデータを取り込ん
で、品質、進行状況、変更の影響、コードカバレッジなどの分析に利用できます。詳
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細については、「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」(167ページ)を参照し
てください。

各種CIサーバー用のプラグインが提供されています。詳細については、CIサーバーのプラ
グインページを参照してください。

Jenkins / Bamboo / TeamCity / Team Foundation Server (TFS)

CIサーバーの統合でサポートされる機能の一覧については、「CIの統合でサポートされる
機能」(454ページ)を参照してください。

その他のCIサーバーについては、GitHubで入手可能なCI Plugin SDK for ALM Octane
を使用して、Javaで専用のプラグインを作成してください。

テストツールの統合
ALM Octaneは、さまざまなソースからテストと結果をプロダクト全体とリリースのデータに
取り込みます。

統合 手順

Micro Focusの各種テストツール:
LeanFT、UFT、LoadRunner、
StormRunner Load、StormRunner
Functional、Performance Center

ALM Octaneのパイプラインモジュールを使
用し、CIサーバーと統合します。

ALM Octaneは、パイプライン実行からテ
ストツールのテスト実行結果を受け取りま
す。

「自動テストのフロー (パイプライン)」(248
ページ)を参照してください。

注: StormRunner Functionalの統

合には、HPE Application
Automation Toolsプラグインバー

ジョン5.3以降が必要です。
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統合 手順

Unified Functional Testing (UFT) パイプラインなしでUFTの統合をセットアッ
プします。

ALM OctaneはUFTのテストとデータテーブル

を検出します。これにより、ALM Octane
のテストスイートでテストを実行することが
可能になります。

「UFT統合のセットアップ」(583ページ)お
よび「テストスイートの一部としてのUFTテ
ストの実行」(300ページ)を参照してくださ
い。

ALMテスト結果の追跡 ALMテスト結果収集ツールを使用

「ALM Octaneへの自動テスト実行結果
の送信」(294ページ)を参照してください。

Sprinter SprinterでALM Octane手動テストを実行
します。

「Sprinterでの手動テストの実行と編集」
(278ページ)を参照してください。

サードパーティ製テストツールおよびフレー
ムワーク (Selenium、NUnit、JUnit、
TestNGなど)。

パイプライン経由 (ALM Octane CIプラグ
インを使用 )。

「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)を
参照してください。

セキュリティテストの統合
ALM Octaneでセキュリティ上の問題を不具合として追跡します。

統合 手順

Fortify on
Demand

(テクニカルプレ
ビュー)

Fortify on Demandとの統合をセットアップすることで、ALM Octane
のパイプライン実行ごとに、その実行で見つかった新たなセキュリティ
上の脆弱性を表示することが可能になります。詳細については、
「セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレビュー)」(590
ページ)を参照してください。
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統合 手順

Fortify Fortify BugTracker Utilityにより、ALM Octaneでセキュリティに関す
る不具合をFortifyから直接開くことが可能になります。詳細につい
ては、該当するMicro FocusのFortify Marketplaceページを参照し
てください。

市販ソフトウェア (COTS)との統合
ALM Octaneは、以下のCOTSと統合されます。

統合 手順

ALMの不具
合、要件、お
よびリリースの
同期

ALM Octane Synchronizerを使用

「ALM OctaneとALMまたはJIRAとの同期」(463ページ)を参照して
ください。

JIRAの不具
合およびバック
ログの同期

ALM Octane Synchronizerを使用

「ALM OctaneとALMまたはJIRAとの同期」(463ページ)を参照して
ください。

Project and
Portfolio
Management
(PPM)

Enabling Agile Projects Portletsを参照してください。

Slack SlackのワークスペースにALM Octaneのワークスペースを追加し、バッ
クログ項目またはパイプライン実行の失敗からSlackのチャンネルを
開きます。「Slackのセットアップ」(593ページ)を参照してください。

サードパーティ
製アプリケー
ション

Micro FocusのAppDelivery Marketplaceページを参照してくださ
い。

監視ツールの統合
本稼働システムで見つかった問題を、ALM Octaneの不具合として追跡します。
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統合 手順

AppPulse
Mobile

AppPulse Mobileで不具合管理ツールとしてALM Octaneを設定
し、AppPulse Mobileから直接ALM Octaneに不具合を記録しま
す。詳細については、AppPulse Mobileのドキュメントを参照してく
ださい。

REST APIを使用した統合の追加
ALM OctaneのREST APIを使用して、希望するアプリケーションとの統合を追加しま
す。

統合 手順

その他のサードパーティ製アプリ
ケーションまたはCIサーバー

REST API、OData、およびSDK。詳細について
は、Developer Helpを参照してください。

参照情報 :
l 「DevOpsの統合」(565ページ)
l 「IDEの統合」(596ページ)

CIの統合でサポートされる機能
ALM OctaneをCIサーバーと統合することで、さまざまな機能を利用できるようになりま
す。

次の表は、CIサーバーの統合でサポートされる機能を示しています。

機能 Jenkins Bamboo TeamCity TFS

パイプラインステップの結果の収集

テスト実行結果の収集

SCMコミットメッセージの収集

コミットでのファイル変更タイプ (追加 /編集
/削除 )の把握

ALM Octaneからのパイプラインの実行

トポロジの階層
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機能 Jenkins Bamboo TeamCity TFS

特定のパイプラインステップでテスト実行
結果を無視する

テスト実行のテストツール/テストタイプの自
動設定

CIプラグインでのインスタンスIDの設定

コードカバレッジレポートの収集

失敗したビルドログを収集し、ビルドの失
敗の自動分類を設定する

参照情報 :
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
l 「ALM Octane DevOps統合」(449ページ)

IDEの統合でサポートされる機能
IDEの統合により、開発用 IDEからALM Octaneを操作することが可能になります。 IDE
の統合を行うことで、ALM Octaneの自分の作業の項目がIDEと同期され、常に最新
の情報が利用できるようになります。

次の表は、各 IDEで使用できる機能を示しています。

機能 IntelliJ Eclipse
Microsoft
Visual
Studio

要件の同期

バックログ項目の同期

タスクの同期

手動テストの同期

Gherkinテストの同期

実行の同期

コメントの追加
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機能 IntelliJ Eclipse
Microsoft
Visual
Studio

項目の詳細の表示 (コメントを含
む) (説明のみ)

ブラウザーで項目を開く

ID、名前、説明による項目の検
索

項目を「アクティブ」に設定する

項目の追加と破棄

項目のフェーズの変更

Gherkinテストスクリプトのダウン
ロード

項目 IDを含むコミットメッセージプ
レフィックスの自動生成 プレフィックスは

コミットメッセー
ジに自動的に
追加される

コミットメッセー
ジにプレフィック
スをコピーして
貼り付ける

コミットメッセー
ジにプレフィック
スをコピーして
貼り付ける

設定でURLからワークスペース/ス
ペースを抽出する

設定で接続をテストする

参照情報 :
l 「IDEの統合」(596ページ)
l 「ALM Octane DevOps統合」(449ページ)

アクセス権と資格情報
本項では、外部アプリケーションへのアクセス権をALM Octaneに付与し、ALM Octane
へのアクセス権を他のアプリケーションに付与するための統合手順について説明します。
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トピック 説明

「APIアクセスのセット
アップ」(457ページ)

アプリケーションの登録アクセスキーを作成することで、そのアプ
リケーションにALM Octaneへのアクセス権を付与します。

「資格情報のセット
アップ」(461ページ)

ALM Octaneが、資格情報を使用して他のアプリケーションに
アクセスできるようにします。

APIアクセスのセットアップ
アプリケーションがALM Octaneにアクセスするには、登録済みのアクセスキーをアプリケー
ションに割り当てる必要があります。アプリケーションは、クライアントとしてALM Octaneと
通信する際の認証にこのアクセスキーを使用します。

共有スペース管理者の権限が必要です。

このトピックの内容 :

l 「概要」(457ページ)
l 「統合タイプ」(458ページ)
l 「SaaS:内部統合タイプ」(459ページ)
l 「APIアクセスキーの作成」(460ページ)
l 「APIアクセスキーの変更」(460ページ)
l 「APIアクセスの取り消し」(461ページ)
l 「APIアクセスの再生成」(461ページ)

概要

認証を必要とするアプリケーションには、次のものがあります。

l ALM Octane CIプラグインとHPE Application Automation Toolsプラグイン。詳細に
ついては、「APIアクセスの取得 :共有スペース管理者に、APIアクセスのクライアント ID
とクライアントシークレットの取得を依頼します。プラグインは、この情報を、ALM
Octaneと通信する際の認証に使用します。 」(570ページ)を参照してください。

l インタラクティブAPIクライアント。

l ALM Octaneとの統合が必要なその他のサードパーティ製アプリケーションとAPI (ファイ
アウォールの内側にあるアプリケーションとAPIなど)。

アクセス権を付与する際には、キーが2つ生成されます。

l クライアント ID。
l クライアントシークレット。シークレットキーは、ユーザーパスワードのようなもので、安全に
保管しておく必要があります。
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ヒント : ALM Octaneでは各シークレットを一度しか生成しないため、シークレット

キーを後で取得することはできません。新しいシークレットキーが必要な場合

は、アクセスキーを取り消してから、アクセスを再生成してください。詳細につい

ては、「APIアクセスの取り消し」(461ページ)および「APIアクセスの再生成」

(461ページ)を参照してください。

統合タイプ

アプリケーションにAPIアクセスを提供すると、各アプリケーションに統合タイプが自動的に
割り当てられます。標準設定の統合タイプは3rd-party Integrationです。その他の統合
タイプは、アプリケーションに割り当てるロールに基づいて割り当てることができます。

APIアクセスが割り当てられたアプリケーションのリストをグリッド表示すると、各アプリケー
ションの統合タイプを確認できますが、統合タイプを変更することはできません。

統合タイプ 説明 ロール

CI/CD
Integration

このタイプでは、JenkinsやTeamCityなどのCI/CD
サーバーをALM Octaneと統合できます。

この統合では、共有スペースレベルでALM Octane
と接続します。CI/CD統合ロールが割り当てられて
いるすべてのワークスペースにアクセスできます。

CI/CD統合

3rd-party
Integration

このタイプでは、サードパーティ製アプリケーションを
ALM Octaneと自由に統合できます。この統合タイ
プは標準設定として使用できます。また、ロールを
定義して、アプリケーションに必要なアクセスを正
確に設定できます。

この統合は、任意のワークスペースまたはスペース
で機能します。

任意のロール
の割り当てが
可能
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統合タイプ 説明 ロール

Integration
Bridge

ALM OctaneのIntegration Bridgeは、ファイア
ウォールの内側に位置するアプリケーションとALM
Octaneとを仲介するため、カスタマーシステムにイン
ストールするコンポーネントです。これにより、両者
間での双方向通信が可能になります。

このタイプでは、 Integration BridgeとALM Octane
との間の通信が可能になります。

この統合は、スペースレベルで機能します。

Integration Bridgeのインストールおよび設定の詳
細については、「Integration Bridgeのセットアップ」
(528ページ)を参照してください。

SaaS: ALM OctaneサポートによるIntegration
Bridgeのインストールと設定の詳細については、
「同期の概要」(463ページ)を参照してください。

Integration
Bridge

SaaS:内部統合タイプ

一部のアプリケーションはALM Octaneの内部にあり、必要に応じて適切な統合タイプ
が割り当てられます。

これらのAPIキーを作成または編集することはできませんが、APIアクセスのグリッドでこれ
らを参照し、管理することができます。

共有スペース管理者は、これらのキーを必要に応じて再生成できます。ただし、キーを
取り消すことはできません。

統合タイプ 説明 ロール

Bridge Service このタイプは、スペースレベルで動
作します。

Integration Bridgeサー
ビス

Synchronizer
Service

このタイプは、すべてのワークス
ペースに割り当てられます。

Synchronizerサービス

Octane2BridgeService このタイプは、スペースレベルで動
作します。

Octane2BridgeService
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APIアクセスキーの作成

1. [設定 ] で、 [スペース]を選択して、スペースを選択します。

2. [APIアクセス]タブで、 [+]をクリックします。

3. アクセスの名前を指定します。説明を追加することもできます。

注意: APIアクセスキーの名前には、英字のみを使用できます。

4. アプリケーションがALM Octaneへのアクセスに使用するロールを選択します。各ロー
ルの説明は、「割り当て可能なロール」(387ページ)を参照してください。

注: CIサーバー統合に使用するAPIアクセスキーには、CI/CD統合ロールの割

り当てが必要です。これらのキーは、CI統合をサポートするプラグインによって

使用されます。また、REST APIを使用してパイプラインを管理する場合に

使用されます。

Integration Bridgeで使用するAPIアクセスキーには、 Integration Bridgeロー

ルの割り当てが必要です。このロールでは、ワークスペースを選択する必要は

ありません。

ロールごとに、関連するワークスペースをすべて選択します。後でワークスペースを追
加で作成する場合には、手動で割り当てを行う必要があります。

複数のロールを選択するには、 [割り当てるロールの追加 ]をクリックします。

5. [追加 ]をクリックします。

l ダイアログボックスが開き、クライアント IDとクライアントシークレットが表示されま
す。

[コピー]をクリックしてこれらのキーをクリップボードにコピーすると、ALM Octaneへの
アクセスを必要とするアプリケーションを設定する際に使用できます。

[OK]をクリックします。

l アクセスIDがグリッドに追加されます。ステータスがアクティブ になっていることを
確認します。

APIアクセスキーの変更

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースを選択します。

2. [APIアクセス]タブで、変更するアクセスを選択します。

3. アクセスの名前と説明を変更できます。
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注意: APIアクセスキーの名前には、英字のみを使用できます。

このキーセットでロールとアクセス可能なワークスペースのリストも変更可能です。

APIアクセスの取り消し

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースを選択します。

2. [APIアクセス]タブで、アクセスを取り消す行を選択します。

SaaS:サービスアクセスキー (ブリッジサービスやSynchronizerサービスなど)のアクセス
の取り消しや削除を行うことはできません。ただし、サービスアクセスキーを再生成す
ることは可能です。

3. [アクセスの取り消し]をクリックします。アクセスは直ちに取り消され、 [アクティブ]カラム

には が表示されます。

アクセスは、必要に応じて再生成することが可能です。「APIアクセスの再生成」(461
ページ)を参照してください。

APIアクセスの再生成

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースを選択します。

2. [APIアクセス]タブで、取り消したアクセスまたは再生成が必要なアクセスの行を選択
します。

3. [アクセスの再生成 ]をクリックします。

l ダイアログボックスが開き、選択したクライアント IDの新しく登録されたクライアント
シークレットが表示されます。

[コピー]をクリックしてこれらのキーをクリップボードにコピーすると、ALM Octaneへの
アクセスを必要とするアプリケーションを設定する際に使用できます。

[OK]をクリックします。

l アクセスIDがグリッドに追加されます。ステータスがアクティブ になっていることを
確認します。

参照情報 :
l 「ロールの割り当て」(387ページ)

資格情報のセットアップ
一部のアプリケーションでは資格情報が要求されます。ALM Octaneでは、URLの呼び
出しルールでこれらのアプリケーションを呼び出す際に、資格情報を提供できます。資
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格情報は、 [設定 ]で定義します。

このトピックの内容 :

l 「概要」(462ページ)
l 「資格情報の追加」(462ページ)
l 「資格情報の削除」(462ページ)

概要

管理者は、基本認証を必要とするアプリケーションにALM Octaneから要求を送信する
ための資格情報を定義できます。これらの資格情報は、URLの呼び出しルールの中で
使用できます。

共有スペース管理者またはワークスペース管理者の権限が必要です。

資格情報の追加

1. [設定 ] で、 [スペース]を選択して、スペースまたはワークスペースを選択します。

2. [資格情報 ]タブで、 [+]をクリックします。

3. 資格情報の名前を指定します。

4. アプリケーションにアクセスするためのユーザー名とパスワードを入力します。

5. [追加 ]をクリックします。

URLの呼び出しルールなどによって資格情報が使用されると、 [使用中 ]が更新さ
れます。

資格情報の削除

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、スペースまたはワークスペースを選択します。

2. [資格情報 ]タブで、削除する資格情報を含む行を選択します。

3. [使用中 ]カラムを確認して、資格情報が使用中になっていないことを確認します。
使用中の資格情報を削除すると、これらの資格情報を使用しているルールは無
効になり、実行されなくなります。

4. をクリックして、 [削除 ]をクリックします。

参照情報 :
l 「URLの呼び出し」(419ページ)
l 「URLの呼び出しを使用した他のアプリケーションとのWebHook統合」(429ペー
ジ)
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同期
本項では、ALM Octaneを同期する手順について説明します。

トピック 説明

「ALM Octane
とALMまたは
JIRAとの同期」
(463ページ)

ALM OctaneのワークスペースとALMまたはJIRAプロジェクトを同期
して、両方のエンドポイントでリリース、バックログ、および不具合を
表示および更新します。

「Integration
Bridgeのセット
アップ」(528ペー
ジ)

Integration Bridgeは、お使いのシステムにインストールするコンポー
ネントで、ALM Octaneで外部アプリケーションとの統合を行うのに
必要です。これは同期を行うのに必要で、URLの呼び出しルール
にも使用できます。

ALMOctaneとALMまたはJIRAとの同期
ALM OctaneのワークスペースとALMまたはJIRAプロジェクトを同期して、両方のエンドポ
イントでリリース、バックログ、および不具合を表示および更新します。

このトピックの内容 :

l 「同期の概要」(463ページ)
l 「同期リンクとエンドポイント」(464ページ)
l 「サポートされているALMおよびJIRAのバージョン」(465ページ)
l 「ALMバージョン管理」(465ページ)

同期の概要

ALM Octane Synchronizerでは、ALM OctaneとALMまたはJIRAの間の同期を、管理
者がALM Octaneの設定領域で設定できます。

ALMと同期すると、ALM Octaneのユーザーストーリー、フィーチャー、およびエピックはす
べて、ALMの要件として同期されます。JIRAと同期すると、ALM Octaneのユーザース
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トーリーとフィーチャーは、JIRAのユーザーストーリーとエピックとして同期されます。ALM
OctaneのエピックはJIRAには同期されません。

ALM Octane Synchronizerは、ALM OctaneとALMまたはJIRAで同期済み項目に最
新の更新がないかチェックし、それに基づいてもう一方のエンドポイントを更新します。エ
ンドポイントの変更を同期する方向は、ALMまたはJIRAからALM Octane、
ALM OctaneからALMまたはJIRA、または双方向に設定できます。

同期をセットアップする前に、次の点に注意する必要があります。

l ルール: ALMとの同期では、同期の間、ALM Octaneルールがアクティブになります。た
とえば、あるフィールドに値を設定することによって別のフィールドが必須フィールドにな
る場合、新たに必須となったフィールドにエンドポイントが値を提供しないと、同期は
失敗します。

JIRAとの同期では、ALM Octaneルールはアクティブになりません。たとえば、あるフィー
ルドがALM Octaneで必須であるものの、JIRAにはそのフィールドがない場合、JIRAの
エンティティは引き続きALM Octaneにコピーされます。

l ワークフロー: ALMとの同期の際、同期データの作成と更新の間は、どちらのエンドポイ
ントで定義されたワークフロー手順も無視されます。たとえば、通常、ワークフローは、
不具合フェーズを新規から修正済みに更新することを禁じています。しかし、
Synchronizerが新規の不具合に修正済みの値を割り当てる必要がある場合、その
処理は成功します。

ALM Octaneワークフロー設定でフェーズを追加または削除すると、Synchronizerの
フェーズ値マッピングに変更が表示されるまでに最大5分かかります。

l JIRAとの同期の際、Synchronizerは、関連する問題タイプのステータスフィールドの
JIRAワークフローを学習するために「ダミー」エンティティを作成します。その結果、
Synchronizerは、目的の状態に到達するまでにいくつかのステータス遷移を経なけれ
ばならないステータス変更をサポートします。これは、Synchronizerが、ワークフローで
許可されたパスに従ってエンティティを正しいフェーズまたはステータスに移行するため
です。

l ALM Octaneの品質ストーリーは同期されません。

同期リンクとエンドポイント

同期はリンクで定義し、リンクの作成と管理はALM Octaneの [Synchronizer]設定ペー
ジで行います。この設定ページには、Synchronizer管理者ユーザーのみがアクセスでき
ます。

リンクはエンドポイントのペア (ALMまたはJIRAプロジェクトとALM Octaneワークスペース)
間で作成します。自動同期を設定するか、手動同期を実行して、エンドポイント間で
レコードを同期することができます。

各同期リンクでは次の項目が定義されます。

l エンドポイントの更新方向 (ALMまたはJIRA > ALM Octane、ALM Octane > ALMま
たはJIRA、またはその両方 )。
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l 各エンドポイントで新しいデータをもつレコードの検索に使用するお気に入り。

複数リンクの作成

各リンクでは、単一のALMまたはJIRAプロジェクトと単一のALM Octaneワークスペースの
間で特定のエンティティタイプの同期を行います。同じ2つのエンドポイントの間で、不具
合、要件、リリースを同期するには、別々のリンクを作成します。

ALMまたはJIRAプロジェクトがさまざまなバージョンで保存されていても、単一のALM
Octaneワークスペースと複数のALMまたはJIRAプロジェクトとの間で複数のリンクを作成
できます。このような場合、ALM Octaneのお気に入りを使用して、ワークスペース内部
の同期されるデータを分離します。

ワークスペース間のデータ漏洩を防止するために、ALM Octane Synchronizerでは、同
じサイト内の単一のALMまたはJIRAプロジェクトと複数のALM Octaneワークスペース間
の複数のリンクをサポートしていません。

サポートされているALMおよびJIRAのバージョン

ALM Octaneの同期でサポートされるALMおよびJIRAのバージョンの詳細については、
「インストール、セットアップ、および同期」(61ページ)を参照してください。

特に指定がない限り、このヘルプセンターでは、ALMは現時点でサポートされているすべ
てのバージョンのALMとQuality Centerを指します。使用するALMやQuality Centerのエ
ディションによっては、一部の機能やオプションがサポートされていない場合があります。

ALMバージョン管理

バージョン管理を使用するALMプロジェクトと同期する場合、ALM Octane
Synchronizerには、バージョン管理ルールが適用されます。同期プロセスによって行わ
れる変更は、次のコメント付きでチェックインされます。Modified by Synchronizer

同期の間、ALM Octaneは、指定したALMユーザーの資格情報を使用してALMに接
続します。

l そのユーザーがチェックアウトしたエンティティを同期する場合、そのエンティティは更新さ
れ、チェックインされます。

l 別のユーザーがチェックアウトしたエンティティを同期する場合、ALMエンティティは変更
されません。

l 同期がALM Octane側で制御されている場合、ALM上のエンティティがロックされる
ため、同期エラーが発生します。

l 同期がALM側で制御されている場合、ALM Octaneエンティティは、ALM上の最
後にチェックインされたバージョンに基づいて更新されます。
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同期の手順

注意:本稼動システムで同期を設定する前に、試験用のALM Octaneワークス

ペースとALMまたはJIRAプロジェクトを同期することをお勧めします。

前提条件

開始する前に、前提条件となる次の手順を実行します。これらの手順は、ALMまたは
JIRAインスタンスごとに1回実行する必要があります。

統合対象 : 手順 :

ALM <-> ALM Octane
(SaaS)

SaaSオペレーターと連絡を取り、ALM OctaneとALMインス
タンスとの間のIntegration Bridgeのセットアップを依頼してく
ださい。

l ALM <-> ALM
Octane (オンプレミ
ス)

l JIRA <-> ALM
Octane (SaaS)

l JIRA <-> ALM
Octane (オンプレミ
ス)

1. 『Synchronizerインストールガイド』の説明に従って、
Synchronizerをインストールします。このドキュメント
は、Micro FocusダウンロードサイトにあるSynchronizer
インストールパッケージに含まれています。

2. Synchronizerを設定した後、 Integration Bridgeをイン
ストールして設定する必要があります。詳細について
は、次の項を参照してください。「Integration Bridgeの
セットアップ」(528ページ)

同期のワークフロー

ALM Octane Synchronizerでは、次のような操作を行います。
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手順 説明

「同期スコープの定
義」(468ページ)

ALM、JIRA、またはALM Octaneの新しいレコードを検索す
るときに使用するALM Octane Synchronizerのお気に入りを
作成します。

お気に入りが設定されていない場合、すべてのレコードが同
期の対象になります。

この手順は、ALM Octane Synchronizerのセットアップ前に
実行することも、後から戻って実行することもできます。

ヒント :最初の同期の前に、統合お気に入りを作成し

ておくことをお勧めします。お気に入りによるシミュレー

ションを実行して、同期の動作が想定どおりであるこ

とを確認します。

「ALMとの同期のため
のデータの確認と調
整」(472ページ)

「JIRAとの同期のため
のデータの確認と調
整」(478ページ)

同期がスムーズに実行されるように、推奨事項に従って
ALMまたはJIRAプロジェクトとALM Octaneワークスペースを
変更します。

Integration Bridgeの
APIアクセスの取得

共有スペース管理者 : [設定 ] の [スペース] > [APIアクセス]
ページで、 Integration Bridgeのエントリを追加します。このエ
ントリにIntegration Bridgeロールを割り当てます。

ALM Octaneによって、ALM Octaneへの接続時に使用する
Integration Bridge用のクライアント IDとシークレットが生成さ
れます。

詳細については、「APIアクセスのセットアップ」(457ページ)を
参照してください。

「Synchronizer管理
者ユーザーの定義」
(481ページ)

共有スペース管理者 :同期リンクを管理するSynchronizer
管理者ユーザーを定義します。

残りのすべての手順には、Synchronizer管理者ロールが必
要です。
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手順 説明

「Integration Bridgeの
セットアップ」(528ペー
ジ)

Integration BridgeはALM OctaneとALMまたはJIRAの間を
接続するので、両方のシステムにアクセスできるマシンにイン
ストールする必要があります。

ALM OctaneへのIntegration Bridge接続を設定する場合、
前の手順で取得したクライアント IDとシークレットを入力しま
す。

「同期リンクの作成」
(482ページ)

ウィザードを使用すると、ALMまたはJIRAへの接続データ、
データのフィルター処理に使用されるお気に入り、エンドポイ
ントの更新方向などを簡単に定義できます。

「リンク設定の表示と
編集」(491ページ)

リンクに対して自動的に作成されたマッピングと設定を確認
し、必要な調整を行います。

「同期の実行」(515
ページ)

同期中のエラーを防ぐため、整合性チェックを実行します。ま
た、更新されるデータの詳細を把握するため、オプションのシ
ミュレーションを実行します。

手動同期を実行するか、同期の自動実行を有効にしま
す。

「リンクサマリーとエラー
詳細の確認」(519
ページ)

リンクのステータスを確認して、同期時に発生した可能性が
あるエラーについて調査します。

[Run History (実行履歴 )]タブで特定のリンクの実行履歴を
表示できます。

「ALM Octane
Synchronizerの通知
設定」(514ページ)

同期中に発生した問題に関する通知を送信するように、
Synchronizerを設定します。

リンク通知は、ワークスペースのすべてのリンクに対して設定さ
れます。ブリッジ通知はブリッジごとに設定します。

参照情報 :
l 「ALM OctaneとALMまたはJIRAとの同期」(463ページ)
l 「リンクステータスリファレンス」(521ページ)
l 「同期パフォーマンスはどのようにしたら改善できるのでしょうか?」(525ページ)

同期スコープの定義

同期のスコープを変更するには、お気に入りを使用し、さらに、過去のリリースを含める
かどうかを指定します。ALMでは、同期するリリースまたは要件のサブセットを作成するこ
ともできます。
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このトピックの内容 :

l 「お気に入りの作成」(469ページ)
l 「過去のリリースの同期」(470ページ)
l 「要件またはリリースのサブセットの作成 (ALMのみ)」(470ページ)

お気に入りの作成

同期を実行すると、リンクに設定されたお気に入りに基づいて、ALM Octaneおよび
ALMまたはJIRA内の新しいレコードが検索されます。お気に入りが設定されていない
場合、すべてのレコードが同期されます。お気に入りを設定すると、選択したお気に入
りに含まれている項目は、新規作成された項目として、もう一方のエンドポイントと同
期されます。お気に入りを使用することをお勧めしますが、必須ではありません。

お気に入りが特に有用な場合として、リンクの初回設定時が挙げられます。1レコード
のみを含むお気に入りの使用から初めて、その範囲を徐々に広げていきます。同期の
シミュレーションを実行して、同期の動作が想定どおりであることを確認します。

お気に入りの使用方法

l ALM Octaneでは、Synchronizer管理者ロールを持つユーザーは、 [Synchronizerに

フィルターを保存 ]ボタン を使用して、バックログモジュール (エピック、フィーチャー、お
よびユーザーストーリー用 )と不具合モジュール (不具合用 )のSynchronizerフィルター
を作成または変更することができます。

フィルターを変更できるように、ALM Octaneのお気に入りをSynchronizerフィルターと
同じ名前で保存することをお勧めします。お気に入りを変更する場合は、
Synchronizerフィルターも上書きする必要があります。

フィルターを定義するときには、現在のユーザー ("Me")、現在のリリース、過去24時
間、過去7日間、過去30日間などの相対ラベルを使用しないでください。

l ALMまたはJIRAでは、ALMまたはJIRAに接続するためにIntegration Bridgeが使用
する統合ユーザーが、選択したお気に入りを使用できる必要があります。

ALMプロジェクトごとに最大50個のお気に入りから選択できます。

新たに組み込んだレコードを同期するために、お気に入りを変更するたびに、完全同
期をスケジュールするようにしてください。詳細については、「完全同期」(518ページ)を
参照してください。

リンクの作成または編集の際、同期に使用するお気に入りを選択できます。詳細につ
いては、次を参照してください。

l 「オプション:お気に入りの選択 (要件および不具合リンク)」(488ページ)
l 「同期のお気に入りの表示または変更 (不具合リンクと要件リンク)」(493ページ)
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注意:

l 一方のエンドポイントのレコードをもう一方のエンドポイントのレコードにマッピン

グすると、レコードがリンクのお気に入りに一致しなくなっても、同期は引き続き

行われます。特定のレコードまたはレコードタイプのデータをお気に入りに追加

する場合は、そのデータが同期されるという点に注意してください。

l 新しい要件をマスターエンドポイントで作成し、これが未同期の要件の子にな

る場合、もう一方のエンドポイントでも親要件が作成されます。お気に入りが

定義されている場合、お気に入りに一致しない場合でも親要件は同期の対

象になります。

過去のリリースの同期

標準設定では、現在および将来のリリースのみが同期されます。過去に終了したALM
Octane、ALM、またはJIRAのリリースは同期されません。ただし、過去のリリースを含め
るようにSynchronizerを設定することもできます。

過去のリリースを同期するには、次の手順を実行します。

1. 同期する最も古いリリースの終了日を決定します。

2. [Synchronize past releases... (過去のリリースを同期する)]オプションを選択して、使
用する同期リンクの [ルール]タブでこの日付を指定します。詳細については、「既存
または過去のリリースの処理方法の指定 (リリースリンク)」(489ページ)を参照してく
ださい。

要件またはリリースのサブセットの作成 (ALMのみ)
標準設定では、ALM Octane Synchronizerは次の同期を行います。

l ALMの [要件 ]ルートフォルダー全体 (サブフォルダーを含む)。
l ALMの [リリース]ルートフォルダー内 (サブフォルダーを含む)の現在の (終了日を過ぎ
ていない)すべてのリリース。

ALMプロジェクト内の要件またはリリースのサブセットのみを同期するには、同期リンクの
代替ルートフォルダーを指定できます。

注:お気に入りと代替ルートフォルダーの両方を使用する場合、Synchronizerで
はお気に入りの前に代替ルートフォルダーが考慮されます。

ALMプロジェクトのツリーで、同期する要件またはリリースのみを含むサブフォルダーを作
成します。このサブフォルダーには、追加のサブフォルダーを含めることもできます。
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代替ルートフォルダーの例

下の図の内容を説明します。

l ALM Octaneワークスペース1のユーザーストーリーが、 [要件 ]フォルダーではなく、ALM
AG_Project1フォルダーの要件に同期されます。

l ALM Octaneワークスペース2のユーザーストーリーが、 [要件 ]フォルダーではなく、ALM
AG_Project2フォルダーの要件に同期されます。

l どちらのALMプロジェクトでも、 [要件 ]フォルダー内の他のフォルダーはALM Octane
Synchronizerによって無視されます。AG_ProjectXフォルダーの下に追加のサブフォル
ダーがある場合、その中にあるマッピングされた要件タイプはすべて同期されます。

l 同様に、リリース用の代替ルートフォルダーをセットアップすることもできます。

同期リンクでの代替ルートフォルダーの定義の詳細については、「オプション (ALMのみ):
代替ルートフォルダーの定義 (要件およびリリースリンク)」(488ページ)を参照してくださ
い。

次のステップ
l 「ALMとの同期のためのデータの確認と調整」(472ページ)
l 「JIRAとの同期のためのデータの確認と調整」(478ページ)
l 「Synchronizer管理者ユーザーの定義」(481ページ)
l 「同期リンクの作成」(482ページ)
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ALMとの同期のためのデータの確認と調整

ALM OctaneとALMの間でレコードを同期するには、同期要件とともに、一方のエンドポ
イントのデータを、もう一方のエンドポイントでサポートされているフィールドに合わせて調
整する必要があります。

たとえば、ALM Octaneの不具合をフィーチャーに関連付けることもできます。このフィール
ドを同期するには、ALMで対応するユーザー定義フィールドを作成する必要がありま
す。

ALM Octaneでは、ユーザーストーリーは、フィーチャーとエピックの下の階層によく並べら
れています。これらのレコードとその階層をALMと同期するには、対応する要件タイプの
階層を作成する必要があります。

このトピックの内容 :

l 「オプション:両方のエンドポイントでの、対応するIDフィールドの作成」(472ページ)
l 「ALMでの、ALM Octaneに一致する要件タイプの準備 (要件の同期 )」(472ページ)
l 「両方のエンドポイントにすでに存在しているリリースのチェック (リリース同期 )」(474
ページ)

l 「ALMでのフィールドの作成または変更」(476ページ)
l 「エピック、フィーチャー、チーム、および添付ファイルについての注意事項」(477ページ)
l 「最大レコードサイズについての注意事項」(478ページ)

オプション:両方のエンドポイントでの、対応するIDフィールドの作成

両方のエンドポイントに、他方のエンドポイントのレコード IDを表すユーザー定義フィール
ドまたはカスタムフィールドを作成することをお勧めします。これらのフィールドは、数値

フィールドとして定義します。

l ALMで、ALM Octane IDという名前のフィールドを作成します。

l ALM Octaneで、ALM IDまたはQC IDという名前のフィールドを作成します。

後で、これらの対応するフィールドをリンクの [Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで
マッピングします。詳細については、「フィールドマッピングの編集」(497ページ)を参照し
てください。

ALMでの、ALMOctaneに一致する要件タイプの準備 (要件の同期 )
ALM Octaneのエピック、フィーチャー、およびユーザーストーリーを表すALMの要件タイプ
を決定し、それらをALM Octane内のものと一致する階層に並べます。

ALMとALMOctaneの階層を一致させるためのルール

l ALMの1つ以上の要件タイプをALM Octaneの各タイプ (ユーザーストーリー、フィー
チャー)にマッピングできます。
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l ALM OctaneのエピックにマッピングできるALMの要件タイプは1つだけです。

l マッピングしないALM要件タイプの要件は、同期されません。

l ALM Octaneの品質ストーリーは同期されません。

l ALMの階層がALM Octaneの階層と一致しない場合、Synchronizerは、要件を
ALM Octaneのバックログツリーのルートに直接同期させることができます。これは、エ
ピックやユーザーストーリーにマッピングされた要件にのみ関係します。詳細について
は、「オプション:階層がバックログツリーと一致しない要件の処理方法の指定 (要件
リンク)」(489ページ)を参照してください。

l 次の場合には、同期でエラーが発生する可能性があります。

l 要件タイプ (エピック、フィーチャー、ユーザーストーリー)の中にマッピングされていな
いものがある場合。

l 同期対象の要件が、ALM階層内の正しい場所にない場合。たとえば、フィー
チャー要件が、ALM要件ツリーのユーザーストーリー要件の下にある場合です。

l 同期後に要件タイプを変更した場合。

ALMで要件階層を作成するには

1. 必要な場合は、ALMのカスタマイズで、ユーザー定義の要件タイプを新たに作成し
ます。

注: [フォルダ]タイプの要件を階層に含めることができます。これらは要件のサ

ブフォルダーとみなされます。 [フォルダ]タイプの要件は同期されませんが、そ

れらに含まれる要件は同期されます。

使用する階層をシンプルにするために、次の方法をお勧めします。

l ALMに標準付属の [ビジネス]要件タイプを使用して、エピックを表します。

l ALMに標準付属の [機能 ]要件タイプを使用して、フィーチャーを表します。

l ALM内でユーザーストーリーを表す、新しい [ユーザーストーリー]要件タイプを作成
します。

2. 最大3階層 (エピック、フィーチャー、ユーザーストーリー)の要件ツリーを作成または
変更します。

l エピックと同期する要件は、階層の最上位になければなりません。

l フィーチャーと同期する要件は、エピックの下になければなりません。

l ユーザーストーリーと同期する要件は、フィーチャーの下または最上位に置くこと
はできますが、エピックの下に置くことはできません。

同期の間、ALM Octane Synchronizerにより階層が保持されます。

この3階層は、任意の要件フォルダーまたはサブフォルダーに格納できます。ALM
Octaneでは、同期ツリーはバックログのルートの下に格納されます。
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要件階層の例

要件タイプのマッピング:
l ALMのグループ要件 >> ALM Octaneのエピック

l ALMの機能要件 >> ALM Octaneのフィーチャー

l ALMのパフォーマンスおよびテスト要件 >> ALM Octaneのユーザーストーリー

同期後 :
l ALM Octaneでは、要件「ALM Group 001 (epic)」と「ALM Group 002 (epic)」は、
ALM Octaneのバックログツリーのルートの下に、2つの兄弟エピックとして作成されま
す。

l 要件「ALM Functional 002 (feature)」は、エピック「ALM Group 002 (epic)」の下に
フィーチャーとして作成されます。

l 要件「ALM Testing 002 (userstory)」は、フィーチャー「ALM Functional 002
(feature)」の下にユーザーストーリーとして作成されます。

l 要件「ALM Performance 002 (userstory 2nd)」は、ALM Octaneのバックログツリーの
ルートの下にユーザーストーリーとして作成されます。

両方のエンドポイントにすでに存在しているリリースのチェック (リリース
同期 )
ALMとALM Octaneの両方に、同じ名前のリリースまたはスプリント /サイクルが定義され
ているかどうかを確認してください。定義されている場合は、リリース同期リンクで、 [Map
pairs of new releases and sprints/cycles with identical names (同名の新規リリースまた

はスプリント /サイクルのペアをマッピングする)]オプションを選択することをお勧めします。

優先エンドポイントのデータがすべてのリリースエンティティで使用され、他方のエンドポイ
ントのデータをオーバーライドします。

このオプションを選択する理由

同じ名前を持つリリースまたはスプリントのペアが検出され、これらがマッピングされていな
い場合は、リリースまたはスプリントはまったく同期されず、実行レポートに "duplicate
entities" エラーが生成されます。
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これは、ALM Octane Synchronizerがリリースを新しいレコードと見なし、宛先エンドポイ
ントで作成しようとするからです。

宛先エンドポイントには、同じ名前のリリースまたはスプリント /サイクルがすでに存在する
ため、同期は失敗します。

いずれかのリリースまたはスプリントの名前を後で変更すれば、重複が発生しないため、
ALM Octane Synchronizerはそのリリースを宛先エンドポイントで再作成します。

マッピングオプションは現在のリリースに限定

マッピング時には、ALM Octane Synchronizerは、同期対象時間フレームに含まれてい
るリリースのみをチェックします。同一の名前を持つリリースまたはスプリント /サイクルは、そ
れらが過去のリリース (またはその終了日が同期用に指定した日付より古いリリース)に
ある場合、マッピングされません。

過去のリリースの同期の詳細については、「過去のリリースの同期」(470ページ)を参照
してください。

例 :

条件 結果

l Release_1.3という名前の現在のALMリ
リースと、Release_1.3という名前の現在
のALM Octaneリリースがある

l ALM Octaneをリリースリンクフィールドの
優先エンドポイントとして定義している
([Field Mapping (フィールドマッピング)]
タブ)

l [ルール]タブで [Map pairs of new
releases or sprints found with
identical names (同名の新規リリースま

たはスプリントのペアのマッピング)]オプショ
ンを選択している

l 2つのリリースがマッピングされます。

l ALMリリースRelease_1.3のすべてのデー
タがALM OctaneリリースRelease_1.3の
データで上書きされます。
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条件 結果

l 次のリリースがある:
終了日が2017年7月20日のRelease_
1.3という名前のALMリリース

終了日が2017年7月30日のRelease_
1.3という名前のALM Octaneリリース

l ALM Octaneをリリースリンクフィールドの
優先エンドポイントとして定義している
([Field Mapping (フィールドマッピング)]
タブ)

l 次のオプションを選択している。
Synchronize past releases.End date
can be this date or later (過去のリリース

を同期します。終了日は次の日付以降で

す) : 2017年7月25日

l [ルール]タブで [Map pairs of new
releases or sprints found with
identical names (同名の新規リリースま

たはスプリントのペアのマッピング)]オプショ
ンを選択している。

ALMリリースが古すぎるため、マッピングの
対象にはなりません。

ただし、ALMに対するRelease_1.3の同期
は、ALM上にすでに名前が存在している
リリースを作成しようとするため、失敗しま
す。

ALMでのフィールドの作成または変更

ALMで、次の表にあるフィールドを変更します。フィールドがまだALMに存在していない
場合は、ALM Octaneで、このデータに対応するユーザー定義フィールドを作成します。
リンク設定後のフィールドのマッピングの詳細については、「フィールドマッピングの編集」
(497ページ)を参照してください。

フィールドをルックアップリストフィールドとして定義することで空のリストが出来ますが、ALM
でのグループ化には、このフィールドを使用することに変わりはありません。

フィールド名 説明

アプリケーション
モジュール

ルックアップリストフィールドとして定義します。

ALMで [複数の値を許可 ]を設定し、この値を検証しないようにしま
す。

ヒント :または、リンクの編集時に、ALM Octaneの [アプリケー

ションモジュール]フィールドをALMの [製品 ]フィールドにマッピン

グします。
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フィールド名 説明

所有者 ユーザーリストフィールドとして定義します。

ブロック 文字列フィールドとして定義します。

フィーチャー ルックアップリストフィールドとして定義します。

この値をALMで検証しないように設定します。

ランク 数値フィールドとして定義します。

ストーリーポイン
ト

数値フィールドとして定義します。

フェーズ ルックアップリストフィールドとして定義します。

この値をALMで検証しないように設定します。

チーム ルックアップリストフィールドとして定義します。

この値をALMで検証しないように設定します。

エピック ルックアップリストフィールドとして定義します。

この値をALMで検証しないように設定します。

注: フィーチャーとして同期する要件には必須です。

ヒント :追加のユーザー定義フィールドを作成して、ALMで直接作成されたエン

ティティと、ALM Octaneから同期された不具合を区別できます。

これを行うには、ALMで [作成方法 ]という名前のフィールドを作成します。後で、

フィールドをマッピングするときに、「ALM Octane Synchronizerにより作成」という

定数値を割り当てます。定数値の割り当ての詳細については、「フィールドマッピ

ングの編集」(497ページ)を参照してください。

エピック、フィーチャー、チーム、および添付ファイルについての注意事
項

エピックやフィーチャーの名前は、ALMとALM Octaneの両方で一意である必要がありま
す。また、チームの名前は、ALMで一意である必要があります。同期中に重複した値
が検出された場合、その関連レコードは同期されません。

ALM Octaneでは、レコードをフィーチャーに割り当てた場合、エピックも定義する必要が
あります。フィーチャーを同期する場合、エピックも同期する必要があります。このため、
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フィーチャーフィールドとエピックフィールドをマッピングする場合は、同期でエラーが発生し
ないように、それらのフィールドをALMで必須フィールドに設定することをお勧めします。

注:添付ファイル名で特殊文字 (~!@#$%()^&)は使用しないようにしてください。同

期中に予期しない動作を発生させる可能性があるためです。

最大レコードサイズについての注意事項

ALM Octane Synchronizerでサポートされる最大レコードサイズは、12MBです。つまり、
12MBを超えるレコードを同期すると、エラーが発生します。

レコードサイズが12MBを超える場合、 [説明 ]や [コメント ]などのカスタムのフリーテキスト
フィールドから、データの一部を別のファイルに移動します。そして、このファイルを添付ファ
イルとしてレコードに追加します。添付ファイルのサイズは、最大レコードサイズに含まれ
ませんが、エンドポイント間で同期されます。

次のステップ
l 「Synchronizer管理者ユーザーの定義」(481ページ)
l 「同期リンクの作成」(482ページ)
l 「リンク設定の表示と編集」(491ページ)

JIRAとの同期のためのデータの確認と調整

ALM OctaneとJIRAの間でレコードを同期するには、同期要件とともに、一方のエンドポ
イントのデータを、もう一方のエンドポイントでサポートされているフィールドに合わせて調
整する必要があります。

注: JIRA REST APIの認証は、JIRA提供の機能に基づいて、基本認証を使

用して行われます。同期で使用される統合ユーザーには、必要な操作を実行

するための最小限の権限が必要です。

このトピックの内容 :

l 「ALM OctaneとJIRAでの必須エンティティの作成」(478ページ)
l 「必要に応じたオプションエンティティの作成」(479ページ)
l 「スプリントの同期」(479ページ)
l 「注意事項と制限事項」(480ページ)

ALM OctaneとJIRAでの必須エンティティの作成

l ALM OctaneとJIRAを同期する前に、システムで、Jiraの問題を各タイプにつき1つ以
上定義しておく必要があります。たとえば、Jiraの標準設定の問題タイプは、エピッ
ク、ストーリー、サブタスク、不具合、タスクです。これらのいずれかが見つからない場合
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は、後で手動で削除できる「ダミー」のエンティティを作成します。

l ALM Octaneでは、各リリースに開始日と終了日が必要ですが、JIRAではこれらの日
付はオプションです。同期を実行するには、JIRAの各エンティティを、開始日が定義
されているリリースに関連付ける必要があります。同期する前に、すべてのJIRAエン
ティティがこの要件を満たしていることを確認してください。

必要に応じたオプションエンティティの作成

l JIRAのエピックには [summary]フィールドが必須ですが、ALM Octaneの標準設定に
は、このフィールドはありません。JIRAのサマリーデータをマッピングする場合は、同期を
実行する前にALM Octaneに [サマリー]フィールドを作成します (他のエンティティの
[summary]は、標準設定でALM Octaneの [名前 ]フィールドにマッピングされます)。
エピック名のみが必要で、 [サマリー]フィールドは不要な場合、ALM Octaneの [名前 ]
フィールドからJIRAの [summary]フィールドに一方向のマッピングを実行できます。

l ALM Octaneの [フェーズ]は、JIRAでは [Status]と呼ばれています。これらの値は標準
設定でマッピングされますが、ALM OctaneまたはJIRAでこれらのフィールドをカスタマイ
ズした場合は、それに応じて手動でマッピングを調整する必要があります。

スプリントの同期

ALM Octaneのスプリントは、常に特定のリリースに関連付けられ、特定の開始日と終
了日が設定されています。JIRAのスプリントは、時間フレームのみを定義し、1つの時間
フレーム内に、複数のバージョンに属する問題を配置できます。さらに、JIRAのスプリント
はボードのコンテキストで定義され、1つのスプリントを複数のボードに表示できます。こう
した違いから、ALM OctaneとJIRAのスプリントの同期は、次のガイドラインに従って行わ
れます。

スプリントの作成と更新

ALM Octaneで作成または更新されたスプリントをJIRAと同期するには、 [リリース]リンクを
使用します。ただし、JIRAで作成されたスプリントは、ALM Octaneと同期できません。

ALM Octaneで定義されたスプリントは、マッピング先のJIRAプロジェクトで最初に定義さ
れたボードに同期されます。これらのスプリントはJIRAで「フラット化」され、特定のリリー
スには属しません。

ALM OctaneからJIRAに [リリース]リンクでスプリントを作成する機能は、オフにはできませ
ん。

不具合または要件へのスプリントの割り当て

ALM OctaneとJIRAの両方でスプリントが定義されている場合は、 [不具合 ]リンクと
[バックログ]リンクを使用してスプリントを互いにマッピングすることができます。この場合、
マッピングには次の2つのオプションがあります。
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l ALM Octaneの [スプリント ]フィールド <-> JIRAの [Sprint]フィールドのマッピング。この
場合、マッピングはIDで行われ、必要に応じて名前のマッピングにフォールバックしま
す。不具合やユーザーストーリーがスプリントに割り当てられると、ALM Octaneはその
エンティティを一致するリリースにも割り当てます。

l ALM Octaneの "Sprint" という名前のユーザー定義フィールド (リストタイプ) <-> JIRA
の [Sprint]フィールドのマッピング。この場合、ALM Octaneのスプリントは実際のスプリ
ントではなく、単なる属性です。マッピングは名前で行われるので、両者の名前が一
致するようにしてください。

ヒント : JIRAで最初からスプリントの割り当てが設定されている場合は、まず、

JIRAからALM Octaneへのマッピングのみを設定します。後で、ユースケースに応

じて、双方向マッピングに切り替えることができます。

注意事項と制限事項

l ALM Octaneで使用する階層は、エピック > フィーチャー> ストーリーですが、JIRAで
使用する階層は、エピック > ストーリーです。同期するときは、ALM Octaneのフィー

チャーをJIRAのエピックにマッピングします。ALM OctaneのエピックはJIRAに同期されま
せん。

l ALM Octaneにエピックがあり、 [バックログ]リンクを作成する場合は、 [Synchronize
epics and user stories to the Backlog root (エピックとユーザーストーリーをバックログルー

トに同期する)]チェックボックスを選択する必要があります。

l 不具合がエピックまたはストーリーに関連付けられている場合、同期ではこの関連付
けは引き継がれません。

l 添付は、同期では引き継がれません。代わりに、添付へのリンクが作成されるため、
必要に応じて添付にアクセスできます。

l 複合タイプの複数値リスト (たとえば、複数値のユーザータイプ)はサポートされていま
せん。

l コメントフィールドは、JIRAからALM Octaneに同期されます。ただし、ALM Octaneで
生成されたコメントは、JIRAで元のユーザー名を失い、REST APIで使用するユー
ザー名が割り当てられます。

l JIRAの不具合に関連付けられたバージョンは、ALM Octaneのリリースにマッピングさ
れます。ただし、ALM Octaneでは、リリースは (JIRAのリリースとは異なり)単一値リス
トであるため、JIRAの不具合に複数のバージョンがある場合、ALM Octaneはリストの
最初の値のみを使用します。

l JIRAでは、すべてのリリースにステータスがありますが、ALM Octaneにはありません。リ
リースステータスは同期されません。

l 統合は、Octaneの [スプリント ] -> JIRAの [Sprint]と、Octaneの [UDFスプリント ] <-
JIRAの [Sprint]の2つのマッピングを同時にはサポートしません。
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l リリースの同期では、 [名前 ]、 [開始日 ]、 [終了日 ]、および [説明 ]の各フィールドがサ
ポートされます。

l リリースの説明では、リッチテキストはサポートされていません。

l 同期後にJIRAまたはALM Octaneでリリースを削除し、その後手動同期を実行する
と、削除されたリリースは再作成されず、手動同期は失敗し、エラーが表示されま
す。

l 期間が1日のスプリントは、ALM OctaneからJIRAに同期されません。

l 次の手順を実行する場合、スプリントがJIRAからALM Octaneに再作成されません。

a. ALM OctaneとJIRAの両方でリリースを作成します。

b. [Recreate the record in ALM Octane based on the corresponding record in
JIRA (JIRAの対応するレコードに基づいてALM Octaneでレコードを再作成 )]とい
うルールを選択します。

c. 手動同期を実行します。ALM OctaneとJIRAにそれぞれ2つのリリースが作成され
ます。これは、同期によって、各エンドポイントのレコードが相手側のエンドポイント
にコピーされるためです。

d. JIRAとALM Octaneの両方で元のリリースを削除すると、ルールに基づき、削除し
たリリースが相手側のエンドポイントから再作成されますが、スプリントはJIRAから
ALM Octaneに再作成されません。

次のステップ
l 「Synchronizer管理者ユーザーの定義」(481ページ)
l 「同期リンクの作成」(482ページ)
l 「リンク設定の表示と編集」(491ページ)

Synchronizer管理者ユーザーの定義

共有スペース管理者の権限が必要です。

ALM Octane Synchronizerを使用する前に、Synchronizer管理者ロールを1人以上の
ALM Octaneユーザーに割り当ててください。

[スペース] > [ユーザー]設定ページでのロールの割り当ての詳細については、「ロールの割
り当て」(387ページ)を参照してください。

複数のワークスペースを使用する場合は、同期する各ワークスペースのSynchronizer管
理者ロールにユーザーを必ず割り当てます。

同じユーザーが複数のワークスペースからリンクを設定できるようにする場合は、すべての
関連ワークスペースで、このユーザーにSynchronizer管理者ロールを割り当てるようにし
ます。
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Synchronizer管理者ユーザーは、次の操作を担当します。

l リンクの作成および管理

l タスクのスケジュールおよび実行

l エラーの監視およびトラブルシューティング

[Synchronizer]設定領域では、同期リンクの作成と管理を行います。この設定領域
は、Synchronizer管理者ユーザーに対してのみ表示されます。

次のステップ
l 「同期リンクの作成」(482ページ)
l 「リンク設定の表示と編集」(491ページ)
l 「同期の実行」(515ページ)

同期リンクの作成

Synchronizer管理者の権限が必要です。

前提知識 :
l 「同期スコープの定義」(468ページ) (オプション)
l 「ALMとの同期のためのデータの確認と調整」(472ページ)
l 「JIRAとの同期のためのデータの確認と調整」(478ページ)

同期リンクを作成するには、次の手順を実行します。

1. ALM Octaneの設定領域から、 [Synchronizer]を選択します。

2. 次のいずれかの方法でリンクの追加ウィザードを開きます。

l 最初のリンクを作成する場合は、 [Create synchronization links (同期リンクの作

成)]をクリックします。

注意:ボタンが無効で、 Integration Bridgeがインストールされていない場

合は、次のいずれかの操作を行います。

o JIRA/オンプレミスALM:次の手順に従って操作します。「Integration
Bridgeのセットアップ」(528ページ) 。

o SaaS ALM: SaaS ALMと同期するには、ALM Octaneサポートに

Integration Bridgeのインストールと設定を依頼してください ([ヘルプ]
> [Send Us Feedback (フィードバックを送信)] > [Open ticket (チケットを開

く)])。
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l その他のリンクについては、 [Link Configuration (リンク設定)]ページの左側にある
ブリッジを選択し、 [Add Link (リンクの追加)]をクリックします。

ヒント : Synchronizerでダッシュボード が開き、 [Links summary (リンク

サマリー)]が表示された場合は、 をクリックして [Link Configuration (リン
ク設定)]ページを開きます。

3. ウィザードを使用し、以下で説明する手順に従って、リンクを設定します。

手順の順序は、このリンクを介して同期されるエンティティのタイプ (不具合、要件、
またはリリース)によって変わる可能性があります。

l 「接続設定の定義」(483ページ)
l 「リンクプロパティの定義」(485ページ)
l 「要件タイプのマッピング (要件リンク)」(485ページ)
l 「どのエンドポイントが同期されるエンティティを制御するかを定義するルールの設
定」(486ページ)

l 「オプション:お気に入りの選択 (要件および不具合リンク)」(488ページ)
l 「オプション (ALMのみ):代替ルートフォルダーの定義 (要件およびリリースリンク)」
(488ページ)

l 「オプション:階層がバックログツリーと一致しない要件の処理方法の指定 (要件
リンク)」(489ページ)

l 「既存または過去のリリースの処理方法の指定 (リリースリンク)」(489ページ)

接続設定の定義

1. 作成する接続のタイプとして、 [ALM]または [JIRA]を選択します。

2. [Existing Connection (既存の接続)]を選択して前に定義したエンドポイントを選択
するか、 [New Connection (新規接続)]を選択して次のフィールドに入力します。

フィールド 説明

ALMの場合 :
ALM/QC Server
URL (ALM/QC
サーバーURL)

同期するプロジェクトをホストするALMデプロイメントへの
URL。
次の構文を使用します。http(s)://<hostname>:<port>/qcbin
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フィールド 説明

JIRAの場合 :
JIRA Server
URL (JIRAサー
バーURL)

同期するプロジェクトをホストするJIRAデプロイメントへの
URL。
次の構文を使用します。http(s)://<hostname>:<port>

注:次のURL形式が入力として受け入れられます。

l JIRA-DOMAIN:PORT (例 :
http://sync.almoctane.com:8086)

l JIRA-DOMAIN:PORT/login.jsp (例 :
http://sync.almoctane.com:8086/login.jsp)

l JIRA-DOMAIN:PORT/BASEPATH (例 :
http://sync.almoctane.com:8086/jira)

l JIRA-
DOMAIN:PORT/BASEPATH/secure/Dashboard.
jspa (例 :
http://sync.almoctane.com:8086/secure/Dashboa
rd.jspa)

Endpoint
Display Name
(エンドポイント表
示名 )

ALMへの接続か、JIRAへの接続かを示します。

ヒント :新しいリンクを作成する際には、この名前を割り

当てます。後で [Existing Connection (既存の接続)]
を選択してこのプロジェクトのリンクを追加作成する場

合、この表示名をリストから選択できます。

Credentials
Display Name
(資格情報表示
名 )

事前に定義された資格情報レコードをドロップダウンリストか
ら選択します。

これらのレコードは、 Integration Bridgeのインストール時に
ALM Octaneサポートによって定義されます。

ALMの場合 :
ALM/QC
Domain and
Project
(ALM/QCドメイ
ンとプロジェクト )

同期するALMのドメインとプロジェクトを入力します。

[Authenticate (認証)]をクリックして使用可能な値を取得
し、リストされた項目からドメイン名またはプロジェクト名を選
択します。
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フィールド 説明

JIRAの場合 :
JIRA Project
(JIRAプロジェク
ト )

同期するJIRAプロジェクトを入力します。

[Authenticate (認証)]をクリックして使用可能な値を取得
し、リストされた項目からドメイン名またはプロジェクト名を選
択します。

リンクプロパティの定義

1. このリンクを介して同期されるエンティティのタイプ (不具合、要件、またはリリース)を
選択します。

2. リンクの名前と、説明 (オプション)を定義します。

3. 複数のワークスペースを使用する場合は、ALMまたはJIRAと同期するワークスペー
スを選択します。

自分のワークスペースがドロップダウンリストに表示されていない場合は、そのワークス
ペースで自分がSynchronizer管理者として定義されていることを確認します。詳細
については、「Synchronizer管理者ユーザーの定義」(481ページ)を参照してくださ
い。

4. [Check Connectivity and Continue (接続を確認して続行)]をクリックします。

要件タイプのマッピング (要件リンク)

ALM:
ALMで前もって定義した階層に従って、ユーザーストーリー、フィーチャー、およびエピック
と照合するALM要件タイプを指定します。この階層の設定の詳細については、「ALMで
の、ALM Octaneに一致する要件タイプの準備 (要件の同期 )」(472ページ)を参照して
ください。

複数のALM要件タイプをユーザーストーリーとフィーチャーにマッピングできます。ALMの標
準設定として1つのタイプを指定してください。この要件タイプは、新しいALM Octane項
目をALMと同期するときに使用されます。

JIRA:
JIRAのエピックとストーリーをALM Octaneのフィーチャーとストーリーにマッピングします。な
お、ALM Octaneの階層には3つのレベルがありますが、JIRAは2つのレベルなので、ALM
Octaneのエピックはマッピングされません。

次に、同期するエンティティをどちらのエンドポイントで制御するかを定義できます。

注:マッピングされた要件タイプのみが同期されます。
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どのエンドポイントが同期されるエンティティを制御するかを定義する
ルールの設定

リリース、不具合、およびさまざまなタイプの要件の管理を予定している場所を選択しま
す。

注意: ALM Octaneでは、カスタムのリリースフィールドはサポートされていません。

リリースの場合、同期されるデータには、次のものがあります。

l リリース:名前、開始日、終了日、説明、添付

l スプリントまたはサイクル:名前、開始日、終了日

必須のカスタムリリースフィールドがALMまたはJIRAにある場合は、リリースデータを

ALMまたはJIRAからALM Octaneの方向でのみ同期し、ALM OctaneからALMま

たはJIRAの方向には同期させないでください。
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l 次のいずれかを選択します。

オプション 説明

ALM Octane このオプションを選択すると、ALM Octaneでのみ不具合、要件、
またはリリースが作成されます。
同期中、対応するエンティティがALMまたはJIRAで自動的に作
成されます。
一方のエンドポイントでの既存のエンティティに対する更新内容
は、もう一方のエンドポイントと同期されます。

要件リンクの場合: このオプションは、ALM Octaneでエンティティの階
層 (エピック > フィーチャー>ユーザーストーリー)を管理することを
意味します。ALMまたはJIRAで要件ツリーの構造に対して行う
変更は、同期によって変更前の内容に戻されます。

ALM/JIRA このオプションを選択すると、ALMまたはJIRAでのみ不具合、要
件、またはリリースが作成されます。
同期中、対応するエンティティがALM Octaneで自動的に作成さ
れます。
一方のエンドポイントでの既存のエンティティに対する更新内容
は、もう一方のエンドポイントと同期されます。

要件リンクの場合: このオプションは、ALMまたはJIRAで要件ツリー
の構造を管理することを意味します。ALM Octaneでエンティティ
の階層 (エピック > フィーチャー>ユーザーストーリー)に対して行う
変更は、同期によって変更前の内容に戻されます。

Both ALM
Octane and
ALM/JIRA
(ALM Octaneと
ALM/JIRAの両

方)

このオプションを選択すると、計画機能およびテスト機能のすべて
の範囲に対して、ALM OctaneとALMまたはJIRAの両方で不具
合、要件、またはリリースが作成および更新されます。一方のエ
ンドポイントの変更内容は、もう一方のエンドポイントと同期され
ます。

注:両方のエンドポイントでエンティティを管理するには、2つ
のオプションがあります。一方は、競合が発生したときに

ALM Octaneを優先し、他方は、ALMまたはJIRAを優先

する設定です。

要件リンクの場合: このオプションは、どちらかのエンドポイントでエン
ティティの階層 (エピック > フィーチャー>ユーザーストーリー)を変
更できることを意味します。要件ツリーの構造に加えた変更は、
もう一方のエンドポイントと同期されます。競合が生じた場合、
優先側の構造が使用されます。

l リリースを同期すると、関連するすべてのALM Octaneスプリントが、ALMのサイクルま
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たはJIRAのスプリントと同期されます。

リリースリンクの場合、競合に備えて、スプリントとサイクルの同期の優先側として使用
するエンドポイントを選択します。

同期リンクの作成後にルールの詳細を表示し、必要に応じての [ルール]タブで調整でき
ます (「同期ルールの編集」(496ページ)の説明を参照 )。

オプション:お気に入りの選択 (要件および不具合リンク)
ALM OctaneおよびALMまたはJIRAのお気に入りを使用して、同期をALM、JIRA、また
はALM Octaneのデータベースのサブセットに制限できます。

ヒント :要件リンクの場合、同様の目的に代替ルートフォルダーを使用することも

できます。お気に入りと代替ルートフォルダーの両方を定義した場合、代替ルー

トフォルダーが最初に考慮されます。

エンドポイント間の同期時に、新しい項目のフィルターとして使用するお気に入りを選択
します。詳細については、「同期スコープの定義」(468ページ)を参照してください。

標準設定では、お気に入りは定義されていません。つまり、ALM Octaneのワークスペー
スとALMまたはJIRAのプロジェクトのすべてのレコードが同期されます。

オプション (ALMのみ):代替ルートフォルダーの定義 (要件およびリリー
スリンク)
ALMの代替ルートフォルダーを選択すると、同期をALMデータベースのサブセットに制限
できます。

[Use an alternate root folder (代替ルートフォルダーの使用)]を選択して、ALMプロジェク
トの [要件 ]または [リリース]フォルダーのサブフォルダーのパスを入力します。

パスは、ALMのロケールに従って、 [要件 ]または [リリース]フォルダーから始まるALMの階
層構造と完全に同じでなければなりません。例 :要件 \MyProject。

注:要件リンクでは、お気に入りと代替ルートフォルダーの両方を定義した場合、

代替ルートフォルダーが最初に考慮されます。

注意:

l 入力するフォルダーがすでにALMのフォルダー構造に存在していることを確認し

ます。

l 同期に使用する代替ルートフォルダーを指定すると、予期しない動作が発生

することがあります。
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同期タスクの実行後にALMの要件モジュールまたはリリースモジュールを再編

成する場合、同じ階層構造を保持しながら、レコードを慎重に移動して、同

期を維持してください。ALM Octane SynchronizerはレコードをALM IDで識別

するので、レコードを削除して新しい場所に要件を新規作成しないでくださ

い。

レコードの移動では、階層構造がALM Octane Synchronizerのリンクと同じに

なるように注意してください。

l ALMの代替ルートフォルダーからレコードを移動すると、このレコードはALM
Octaneと同期されなくなります。

ただし、代替ルートフォルダーからリリースを移動した場合、リリースは同期され

なくなりますが、そのサイクルは今までどおり同期されます。

l リンクに対する同期が最初に正常に実行されるまでは、代替ルートフォルダー

へのパスを変更できます。

オプション:階層がバックログツリーと一致しない要件の処理方法の指
定 (要件リンク)
ALMまたはJIRAの要件の同期階層が、ALM Octaneのエピック > フィーチャー > ユーザー

ストーリー階層と完全には一致しない場合があります。

たとえば、ユーザーストーリーにマッピングされているあるタイプの要件が、エピックにマッピン
グされているタイプの要件の子である場合です。また、フィーチャーにマッピングされている
あるタイプの要件が、同期でマッピングされない要件の子である場合もあります。

エピックまたはユーザーストーリーにマッピングされる要件のタイプで、要件の階層が一致
しない場合は、Synchronizerで要件の階層を無視することができます。これらの要件
は、ALM Octaneのバックログツリーのルートに直接同期されます。 [Synchronize epics
and user stories to the Backlog root (エピックとユーザーストーリーをバックログルートに同期

する)]を選択します。

ヒント : このオプションを選択することをお勧めします。

このオプションはフィーチャーには関係ありません。親がエピックではないフィーチャーは、こ
のオプションを使用しても同期に失敗します。

既存または過去のリリースの処理方法の指定 (リリースリンク)
l 終了日が過去のリリースを同期する場合、 [Synchronize past releases... (過去のリ

リースを同期する)]を選択します。標準設定では、ALM Octane Synchronizerは現在
のリリースのみを同期します。
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このオプションを選択する場合、日付を入力して、不要な古いリリースとの同期を防
ぎます。この日付は未来の日付にはできません。

l もう一方のエンドポイント内で同じ名前を持つリリースまたはスプリント /サイクルのすべ
てのフィールドに対して、優先エンドポイントのデータを使用する場合、 [Map pairs of
new releases and sprints/cycles with identical names (同名の新規リリースまたはスプリ

ント /サイクルのペアをマッピングする)]を選択します。

ALMとの同期でこのオプションを選択しなければ、同じ名前を持つリリースまたはスプリ
ント /サイクルのペアはまったく同期されず、実行レポートに "duplicate entities" エラー
が生成されます。

注:マッピング時には、ALM Octane Synchronizerは、同期対象時間フレーム

に含まれているリリースのみをチェックします。同一の名前を持つリリースまたはス

プリント /サイクルは、それらが過去のリリース (またはその終了日が同期用に指

定した日付より古いリリース)にある場合、マッピングされません。

共有スペース (「スペースの管理」(368ページ)を参照 )で作業している場合、リ

モートエンドポイントで更新した共有リリースは、ALM Octaneに同期されませ

ん。リモートエンドポイントで作成されたリリースは、ALM Octaneで共有されま

せん。

次のステップ

[Next (次へ)]をクリックしてウィザードを完了し、 [Finish (完了)]をクリックすると、リンクが
作成されます。新しいリンクは、 [Link Configuration (リンク設定)]ページの左側のナビ
ゲーションツリーに表示されます。

リンクの作成が終了したら、次の手順を実行します。

l 「リンク設定の表示と編集」(491ページ)
l 「ALM Octane Synchronizerの通知設定」(514ページ)
l 「同期の実行」(515ページ)
l 「リンクサマリーとエラー詳細の確認」(519ページ)
l 「特定のリンクに対する実行履歴を表示する」(520ページ)

注意:作成したリンクを削除し、同じ条件で再度作成すると、すでに同期された

不具合または要件が (どちらの同期方向でも)複製されます。

参照情報 :
l 「ALM OctaneとALMまたはJIRAとの同期」(463ページ)
l 「リンクステータスリファレンス」(521ページ)
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l 「同期パフォーマンスはどのようにしたら改善できるのでしょうか?」(525ページ)

リンク設定の表示と編集

Synchronizer管理者の権限が必要です。

同期リンクを作成したら、新しいリンクは、 [Link Configuration (リンク設定)]ページの左
側のナビゲーションツリーに表示されます。

[Link Configuration (リンク設定)] ページを開くには: ALM Octaneの設定領域から、

[Synchronizer]を選択します。Synchronizerでダッシュボード が開き、 [Links

summary (リンクサマリー)]が表示された場合は、 をクリックして [Link Configuration
(リンク設定)]ページを開きます。

要件リンクの場合、ツリーには、一般的なリンク設定用の1つのノード、およびマッピング
された各要件タイプ用の追加のサブノードが含まれます。これらの各ノードを選択して、
その詳細設定を表示します。

ヒント :ツリーの上にある検索ボックスを使用して、リンク名でフィルター処理しま

す。検索ボックスは、編集モードでは使用できません。

リンクのタブページを移動して、現在の設定の表示と更新を行います。 [Save Link (リンク

の保存)]をクリックして変更内容を保存するか、 [Cancel Edit (編集のキャンセル)]をクリッ
クして変更内容を破棄し、編集モードを終了するか、 [Edit Link (リンクの編集)]をクリック
して編集モードに戻ります。

詳細については、次を参照してください。

l 「一般的なリンク設定の編集」(492ページ)
l 「要件タイプのマッピングの編集 (ALMとの同期のみ)」(494ページ)
l 「同期ルールの編集」(496ページ)
l 「フィールドマッピングの編集」(497ページ)
l 「ユーザーリストフィールドのマッピング」(510ページ)

次のステップ
l 「ALM Octane Synchronizerの通知設定」(514ページ)
l 「同期の実行」(515ページ)
l 「リンクサマリーとエラー詳細の確認」(519ページ)
l 「特定のリンクに対する実行履歴を表示する」(520ページ)
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一般的なリンク設定の編集

Synchronizer管理者の権限が必要です。

[Link Configuration (リンク設定 )]ページで、ナビゲーションツリーのノードを展開し、編集
するリンクを選択します。 [General (一般)]タブで設定を変更し、リンクの一般的な詳細
を確認します。

[Edit Link (リンクの編集)]をクリックして設定を変更し、 [Save Link (リンクの保存)]をクリッ
クして変更を保存します。

注: リンクの設定を変更した後は、必ず整合性チェックを実行する必要がありま

す。実際の同期でエラーの発生を防ぐため、シミュレーションを実行することもお

勧めします。

詳細については、「同期の実行」(515ページ)を参照してください。

設定を変更して、次の手順でリンクステータスを確認します。

l 「基本的なリンク詳細の表示と編集」(492ページ)
l 「リンクステータスの表示」(493ページ)
l 「ALMまたはJIRAへの接続の確認」(493ページ)
l 「同期のお気に入りの表示または変更 (不具合リンクと要件リンク)」(493ページ)
l 「ALMとの同期のみ:代替ルートフォルダーの表示または変更」(494ページ)
l 「要件階層の不一致を処理するための設定の表示 (要件リンク)」(494ページ)

基本的なリンク詳細の表示と編集

Entity Type 同期するエンティティのタイプ (不具合、要件、またはリリース)を
定義します。

読み取り専用です。

Link Name リンクの名前。たとえば、左側のナビゲーションツリーで使用され
ます。

Description リンクについてのフリーテキストの説明フィールド。
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Synchronization
mode

このリンクに対して自動同期を実行するかどうかを定義します。
このモードを変更するには、左側のツリーでリンク名を右クリックし
て、次のいずれかを選択します。

l Start Automatic Mode (自動モードの開始 )
l Stop Automatic Mode (自動モードの停止 )

注:整合性チェックを正常実行して、変更を保存するま

で、自動モードを開始できません。

リンクステータスの表示

リンクステータスは、ナビゲーションツリー内のアイコンで示されます。さらに、 [General (一
般 )]タブの次の詳細を参照してください。

Last Sync. 日付などの最新の同期実行の詳細に加えて、実行が正常終了
したのかエラーで終了したのかの情報を提供します。

[View report (レポートの表示)]をクリックして、実行中に発生したイベ
ントのサマリーを表示します。

Link Status リンクの現在のステータスに加えて、前の実行から残っている問題の
サマリーも表示します。

リンクステータスには、整合性チェックの合否と、最新の同期でエラー
や警告が生成されたかどうかが反映されます。

l [Link Status (リンクステータス)]の詳細にマウスカーソルを置くと、最
後の整合性チェックと同期に関する情報が表示されます。詳細
については、ツールヒントから各項目の [View report (レポートの表

示)]をクリックします。

l 前の実行から残っている問題の詳細については、 [View in
Dashboard (ダッシュボードに表示)]をクリックします。

各ステータスで必要なアクション項目の詳細については、「リンクス
テータスリファレンス」(521ページ)を参照してください。

ALMまたはJIRAへの接続の確認

設定済みのエンドポイントについて接続の詳細を表示します。 [Check Connectivity (接
続の確認)]をクリックして、詳細を確認します。

同期のお気に入りの表示または変更 (不具合リンクと要件リンク)

同期リンクをALM、JIRA、またはALM Octaneデータベースのサブセットに限定するために
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定義されたお気に入りを表示します。

必要に応じてお気に入りを切り替えることができます。ただし、一方のエンドポイントのレ
コードをもう一方のエンドポイントのレコードにマッピングすると、レコードがリンクのお気に
入りに一致しなくなっても、同期は引き続き行われます。

注:利用可能なお気に入りのリストに対してお気に入りを追加、変更、または削

除する場合は、バックログまたは不具合モジュールで行います。

同期実行の成功後にお気に入りを変更する場合、次回に実行する完全同期をスケ
ジュールする必要があります。詳細については、「完全同期」(518ページ)を参照してく
ださい。

詳細については、「同期スコープの定義」(468ページ)を参照してください。

ALMとの同期のみ:代替ルートフォルダーの表示または変更

リリース要件同期リンクの場合、同期をALMのリリースまたは要件のサブセットに制限す
るために選択された代替ルートフォルダーを表示します。

リンクに対する同期が最初に正常に実行されるまでは、代替ルートフォルダーへのパス
を変更できます。

詳細については、「オプション (ALMのみ):代替ルートフォルダーの定義 (要件およびリ
リースリンク)」(488ページ)を参照してください。

要件階層の不一致を処理するための設定の表示 (要件リンク)

要件同期リンクに関して、ALMまたはJIRA要件の階層がALM Octaneバックログツリー
と一致しない状況に対して選択されたオプションを表示します。

このオプションは、リンクの同期が最初に成功するまでは変更できます。

詳細については、「オプション:階層がバックログツリーと一致しない要件の処理方法の
指定 (要件リンク)」(489ページ)を参照してください。

参照情報 :
l 「要件タイプのマッピングの編集 (ALMとの同期のみ)」(494ページ)
l 「同期ルールの編集」(496ページ)
l 「フィールドマッピングの編集」(497ページ)
l 「ユーザーリストフィールドのマッピング」(510ページ)

要件タイプのマッピングの編集 (ALMとの同期のみ)

Synchronizer管理者の権限が必要です。
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リンクを作成する場合、ALMの1つ以上の要件タイプをALM Octaneの各タイプ (ユー
ザーストーリー、フィーチャー)にマッピングできます。ALM Octaneのエピックには、ALMの1
つの要件タイプをマッピングできます。

[Link Configuration (リンク設定 )]ページのナビゲーションツリーのノードを展開し、編集
する要件リンクを選択します。

[Edit Link (リンクの編集)]をクリックして設定を変更し、 [Save Link (リンクの保存)]をクリッ
クして変更を保存します。

要件リンクノードには、マッピングされた各ALM要件タイプに対するサブノードが含まれて
います。各サブノードには、マッピングされたALM Octane - ALM要件タイプの名前が表
示されます。複数の要件タイプがフィーチャーまたはユーザーストーリーにマッピングされて
いる場合は、1つのタイプが標準設定として使用されます (完全な名前を表示するに
は、ペインを展開します)。

例:

l ALM要件ツリー内のマッピングされたタイプの階層は、ALM Octane内の [エピック] > 
[フィーチャー] > [ユーザーストーリー]階層に一致する必要があります。詳細については、
「ALMでの、ALM Octaneに一致する要件タイプの準備 (要件の同期 )」(472ページ)
を参照してください。

エピックまたはユーザーストーリーにマッピングされる要件のタイプで、要件の階層が一
致しない場合は、Synchronizerで要件の階層を無視することができます。これらの
要件は、ALM Octaneのバックログツリーのルートに直接同期されます。 [Synchronize
epics and user stories to the Backlog root (エピックとユーザーストーリーをバックログルー

トに同期する)]を選択します。このオプションは、要件リンクの [General (一般 )]タブに
あります。

l リンクの設定を変更した後は、必ず整合性チェックを実行する必要があります。実際
の同期でエラーの発生を防ぐため、シミュレーションを実行することもお勧めします。詳
細については、「同期の実行」(515ページ)を参照してください。
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機能の紹介

マッピングされた

要件タイプを削

除する

要件タイプのサブノードを右クリックし、 [Remove Requirement Type
(要件タイプの削除)]を選択します。

リンクに対する同期の最初の正常実行の前にのみ利用可能で
す。

追加の要件タイ

プをマッピングす

る

要件リンクのノードを右クリックし、 [Add Requirement Type (要件タイ

プの追加)]を選択します。

追加の要件タイプをユーザーストーリーとフィーチャーにマッピングでき
ます。まだマッピングされていない要件タイプは、エピックにマッピング
することができます。

参照情報 :
l 「一般的なリンク設定の編集」(492ページ)
l 「同期ルールの編集」(496ページ)
l 「フィールドマッピングの編集」(497ページ)
l 「ユーザーリストフィールドのマッピング」(510ページ)

同期ルールの編集

Synchronizer管理者の権限が必要です。

同期ルールには、同期プロセスによる各エンドポイントでのエンティティの作成、更新、削
除の処理方法が記述されています。

リンク設定の [ルール]タブで現在の設定を表示して、必要に応じて変更します。
要件リンクの場合、ツリー内の各要件タイプのサブノードを選択して、そのルールを表示
します。

選択する前に、各オプションの説明をよく読んでください。

[Edit Link (リンクの編集)]をクリックして設定を変更し、 [Save Link (リンクの保存)]をクリッ
クして変更を保存します。

l [ALM Octane]カラムで、ALM Octaneでの変更に対してALMまたはJIRAで実行する
アクションを選択します。

[ALM/JIRA]カラムで、ALMまたはJIRAでの変更に対してALM Octaneで実行するア
クションを選択します。

2つのカラムの間にある方向の矢印は、選択に応じて変化します。特定のルールを選
択すると、その他のルールを選択する機能に影響します。
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たとえば、 [When a record is created in ALM Octane (ALM Octaneでレコードを作
成したとき)] > [Create a corresponding record in ALM/QC (ALM/QCで対応するレ
コードを作成 )]を選択した場合、下の更新されたレコードで同じルールが自動的に
選択され、この選択は変更できません。

l 要件リンクの場合 :
l 要件階層の同期のときにどちらのエンドポイントを優先側にするかを指定します。

l エピック、フィーチャー (ALMの場合 )、ユーザーストーリーのそれぞれに標準設定が
あります。

l リリースリンクの場合 :
l 競合に備えて、どちらのエンドポイントがスプリントおよびサイクル同期の優先エンド
ポイントとして機能するかを指定します。

l 既存または過去のリリースの処理方法を指定します。詳細については、「既存ま
たは過去のリリースの処理方法の指定 (リリースリンク)」(489ページ)を参照してくだ
さい。

注意:ルールを変更すると、フィールドマッピングにも影響する可能性があります。

このタブで変更した後は、 [Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで定義された

マッピングを必ず確認してください。詳細については、「フィールドマッピングの編

集」(497ページ)を参照してください。

同期実行の成功後にお気に入りを変更する場合、次回に実行する完全同期

をスケジュールする必要があります。詳細については、「完全同期」(518ページ)
を参照してください。

注: リンクの設定を変更した後は、必ず整合性チェックを実行する必要がありま

す。実際の同期でエラーの発生を防ぐため、シミュレーションを実行することもお

勧めします。詳細については、「同期の実行」(515ページ)を参照してください。

参照情報 :
l 「一般的なリンク設定の編集」(492ページ)
l 「要件タイプのマッピングの編集 (ALMとの同期のみ)」(494ページ)
l 「フィールドマッピングの編集」(497ページ)
l 「ユーザーリストフィールドのマッピング」(510ページ)

フィールドマッピングの編集

Synchronizer管理者の権限が必要です。
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同期されるデータを含むフィールドのペアを指定するため、ALM OctaneとALMまたは
JIRAのフィールドがマッピングされます。フィールドマッピングには、特定のフィールド値の
マッピング (リストフィールドの場合 )に加えて、データの同期方向も含まれます。

ユーザーリストフィールド値のマッピングの詳細については、「ユーザーリストフィールドのマッ
ピング」(510ページ)を参照してください。

注: リンクの設定を変更した後は、必ず整合性チェックを実行する必要がありま

す。実際の同期でエラーの発生を防ぐため、シミュレーションを実行することもお

勧めします。

詳細については、「同期の実行」(515ページ)を参照してください。

このトピックの内容 :

l 「フィールドマッピングの概要」(498ページ)
l 「[Field Mapping (フィールドマッピング)]タブの [Type (タイプ)]、 [Attributes (属性 )]、お
よび [Required (必須 )]に関する注意事項」(499ページ)

l 「フィールドペアのマッピングまたは定数値の定義」(499ページ)
l 「その他のフィールドマッピングタスク: 」(501ページ)

フィールドマッピングの概要

最初にリンクを作成したときに、フィールドまたはフィールドの値が変更されない限り、いく
つかのシステムフィールドとフィールドの値が自動的にマッピングされます。例については、
「自動的にマッピングされるフィールドの例ALMまたはJIRAの不具合」(507ページ)を参
照してください。

リンク設定の [Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで自動マッピングを表示して、必
要があれば変更し、ユーザー定義フィールドやその他のオプションフィールドをマッピングし
ます。必須フィールドは、レコードを正しく同期するために必ずマッピングする必要がありま
す。

要件リンクの場合、ツリー内の各要件タイプのサブノードを選択して、そのフィールドマッ
ピングを表示します。

ヒント :同期を開始する前に、「フィールドマッピングガイドライン」(503ページ)を読

んでおくことを強くお勧めします。同期前の推奨事項については、「ALMとの同期

のためのデータの確認と調整」(472ページ)を参照してください。
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[Field Mapping (フィールドマッピング)] タブの [Type (タイプ)]、 [Attributes (属
性)]、および [Required (必須)]に関する注意事項

[Type (タイプ)]および [Attributes (属性)]カラムは、自動的に入力されます。フィールドが
[Required (必須)]であることを示す赤いアスタリスクも、システムによって設定されます。

Type (タイプ): タイプが [Reference (参照)]の場合、このフィールドは、エンティティをALM
Octaneで作成された項目にリンクします。たとえば、リリース、スプリント、ユーザー、また
はその他のバックログ項目です。このフィールドに設定可能な値は、システムで定義され
ている項目によって異なります。

Attributes (属性): IDなどの一部のフィールドは、 [Attributes (属性 )]カラムに [R] (読み
取り専用 )とマークされています。つまり、このフィールド値はシステムによって設定され、
ユーザーが入力することも、同期によって設定することもできません。たとえば、ALM
Octaneの [Defect ID (不具合 ID)]は読み取り専用フィールドです。双方向に同期させる
ためにマッピングすることはできません。ただし、ALMまたはJIRAエンドポイントにカスタムの
[ALM Octane ID]フィールドを設定して、単一方向同期のためにマッピングすることはで
きます。

Required (必須):同期に必要なフィールドを手動で設定することはできません。

フィールドペアのマッピングまたは定数値の定義

リンク設定の [Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで既存のマッピングを表示し、必
要に応じて変更します。

[Edit Link (リンクの編集)]をクリックして設定を変更し、 [Save Link (リンクの保存)]をクリッ
クして変更を保存します。

1. マッピンググリッド上で、ALM OctaneフィールドとALM/JIRAフィールドの表示を切り替
えて、グリッドでのフィールドの表示方法を決定します。

2. マッピングするフィールドの行を選択して、次の項目を定義します。

a. [Direction (方向)]カラムで、ALM OctaneからALMまたはJIRA、この逆方向、ま
たは双方向にフィールドをマッピングするかどうかを選択します。

もう一方のエンドポイントに対応するフィールドがないフィールドの場合、
[Constant (定数)]を選択します。

b. マッピングされたフィールドのカラム (フィールドの表示方法に応じて、
ALM OctaneフィールドまたはALM/JIRAフィールド )で、ドロップダウンリストからフィー
ルドを選択します。表示されるフィールドをフィルター処理するには、検索ボック
スを使用します。

定数値をマッピングする場合、対応するカラムのセルに値を入力します。
ALM Octane Synchronizerでエンティティが新規作成されるとき、定数値が
フィールドに割り当てられます。その後、同期を実行しても値は更新されませ
ん。
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例: ALMで [作成方法 ]というユーザー定義フィールドを作成して、ALMで

直接作成されたエンティティとALM Octaneから同期されたエンティティを

区別する場合、マッピングされた定数値として「ALM Octane
Synchronizerにより作成」と入力します。詳細については、「ALMとの同

期のためのデータの確認と調整」(472ページ)を参照してください。

反対側のエンドポイントの複数のフィールドをマッピングする必要がある場合、
[Multi-Mapping (複数マッピング)]カラムで をクリックします。この操作を実行すると、
競合を防ぐため、方向オプションが制限されます。

[Field Mapping (フィールドマッピング)] タブのグリッドアクション

[Field Mapping (フィールドマッピング)]グリッドは、次のアクションをサポートしていま
す。

アクション 説明

表示するカラ
ムの選択

グリッドの上にあるカラムセレクター を使用して、表示する
カラムを選択します。

グリッドの更新 一方のエンドポイントのフィールドリストを変更した後で、グリッド

の上にある をクリックして、グリッドを更新します。たとえば、
新しい値をリストフィールドに追加してから、グリッドを更新しま
す。

カラムによる
ソートまたはグ
ループ分け

マウスカーソルをカラム見出しに合わせ、矢印 をクリックして、
選択したカラムでグリッドをソートまたはグループ分けします。この
メニューを使用して、グリッドからこのカラムを非表示にすることも
できます。
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アクション 説明

特定のフィール
ドのみを表示

グリッドのフッターでは、マッピング/マッピング解除されたフィールド
でグリッドをフィルター処理することも、整合性チェックでエラーや
警告が発生したフィールドでグリッドをフィルター処理することもで
きます。すべてのフィールドを表示するように選択することもでき
ます。

グリッドの下にある、次の項目を選択します。

l Mapped (マッピング):マッピングされたフィールドのみを表示

l Unmapped (マッピング解除):マッピング解除されたフィールドの
みを表示

l Errors (エラー):エラーの原因になるとともに、同期の実行の
妨げにもなるマッピングが設定されたフィールドのみを表示

l Warnings (警告):エラーの原因になる可能性はあるが、同
期の実行の妨げにはならないマッピングが設定されたフィール
ドのみを表示

l Total Items (全項目):マッピングステータスに関係なく、すべて
のフィールドを表示

その他のフィールドマッピングタスク:

l 「優先エンドポイントの定義」(501ページ)
l 「特定のフィールド値のマッピング」(501ページ)
l 「他のフィールドプロパティの表示」(502ページ)
l 「フィールドマッピングの削除」(503ページ)

優先エンドポイントの定義

優先エンドポイントを定義して、競合が発生した場合に同期される値のソースを決定し
ます。

1. [Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで、マッピングされたフィールドのペアを選択
すると、右側に追加のプロパティが表示されます。

2. 右側で、 [Mapping Properties (マッピングのプロパティ)]セクションを展開します。

3. 優先エンドポイントとして定義するエンドポイントを選択します。

特定のフィールド値のマッピング

特定のフィールド値のマッピングに関連するのは、マッピングされたリストフィールドに限定
されます。エンドポイントの各フィールドで、値とマッピング方向を選択してマッピングしま
す。
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注意:各エンドポイントのフィールドに異なる数の値を設定している場合 (たとえ

ば、ALM Octaneに5つの値、ALMに6つの値 )、レコードが往復の形で同期される

と、双方向の値のマッピングによって、一部のデータが失われる可能性がありま

す。詳細および推奨事項については、「フィールド値のマッピングに関するガイドラ

イン」(504ページ)を参照してください。

1. [Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで、マッピングされたフィールドのペアを選択
すると、右側に追加のプロパティが表示されます。

2. 右側で、 [Values (値)]セクションを展開します。

3. 各フィールドの特定の値を、その方向も含めて、もう一方のフィールドの対応する値
にマッピングします。関連する場合、値の1つを空の文字列にマッピングできます。

4. フィールド値がソースエンドポイントで空で、宛先エンドポイントでは必須である場合
に使用する標準設定値を定義します。

標準設定値は、空の値を置換し、同期でエラーが発生しないようにします。標準
設定値を使用しない場合は、このフィールドを空のままにしてください。

注: ALM Octane Synchronizerが標準設定値を使用するのは、新規エン

ティティを作成する場合だけで、更新の際には使用しません。

[Default value (標準設定値)]フィールドは、次の場合にのみ表示されます。

l そのフィールドが必須なエンドポイントのフィールドマッピングのプロパティ。

l 宛先エンドポイントでフィールドが必須になっている場合。

このフィールドで考えられる警告:
[Default value (標準設定値)]フィールドが赤色で強調表示される場合、整合性
チェックを実行し、表示される警告を確認します。整合性チェックにエラーが含まれ
ていない限り、これらの警告のいくつかを無視できます。これらは、同期中に発生す
る可能性がある問題を警告しています。

例 :
l ALM Octane内のフィールドの長さが、マッピングされるJIRAの長さより短い場
合。

l ALM Octaneでは、リストに考えられる値の固定集合があるが、ALMでは、リスト
が値を検証するように設定されておらず、すべての値を受け入れる場合。

「フィールド値のマッピングの例 : ALM OctaneのフェーズとALMまたはJIRAのステータス」
(508ページ)

他のフィールドプロパティの表示

1. [Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで、マッピングされたフィールドのペアを選択
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すると、右側に追加のプロパティが表示されます。

2. [Field Properties (フィールドのプロパティ)]セクションを展開して、一方のエンドポイント
のフィールドスキーマ名や、フィールドが読み取り専用であるかどうかなど、利用可能
なプロパティを表示します。

選択したフィールドのタイプに応じて、表示されるプロパティが変わります。

フィールドマッピングの削除

一方のエンドポイントの複数のフィールドがもう一方のエンドポイントの単一フィールドに
マッピングされている場合に、ALMまたはJIRAフィールドとALM Octaneフィールドとのペア
のマッピングを解除するには、 [Multi-Mapping (複数マッピング)]カラムで をクリックしま
す。

単一フィールドマッピング (それぞれのエンドポイントに単一フィールドを保持するALMまた
はJIRAフィールドとALM Octaneフィールドのペア)を削除するには、マッピングされている
フィールドで をクリックします。

例: ALM Octaneフィールドでソートされたフィールドを表示する場合、マッピングさ

れたALMフィールドで をクリックします。

参照情報 :
l 「一般的なリンク設定の編集」(492ページ)
l 「要件タイプのマッピングの編集 (ALMとの同期のみ)」(494ページ)
l 「同期ルールの編集」(496ページ)
l 「ユーザーリストフィールドのマッピング」(510ページ)

フィールドマッピングガイドライン

エンドポイントのレコードをマッピングすると、新規データがある場合、リンクのフィルターに
レコードが一致するかどうかに関係なく必ず同期されます。

したがって、同期を開始する前に、特定の同期タイプに関する次のガイドラインを読ん
でおくことを強くお勧めします。

同期前の推奨事項については、「ALMとの同期のためのデータの確認と調整」(472
ページ)および「JIRAとの同期のためのデータの確認と調整」(478ページ)を参照してくだ
さい。
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フィールド値のマッピングに関するガイドライン

各エンドポイントで値の数が異なる場合のフィールド値のマッピング

各エンドポイントでフィールドの値の数が異なる場合は、各値が他方のエンドポイントの
値にマッピングされていることを確認してください。

「フィールド値のマッピングの例 : ALM OctaneのフェーズとALMまたはJIRAのステータス」
(508ページ) 。

同期中に作成された新しいフィールド値 (作成時にソースを同期 )

宛先エンドポイントで新しいフィールド値が作成された場合、そのフィールドがマッピング
されていれば、ALM Octane Synchronizerは同期中にそのフィールド値をソースエンドポ
イントに送信します。

添付のマッピングに関するガイドライン

レコードに添付されているファイルを同期する場合、ALM Octane Synchronizerはファイ
ルのURLを生成し、そのURLを宛先レコードに渡します。宛先エンドポイントのユーザー
は、URLを介してファイルにアクセスします。このファイルは基本的にソースエンドポイント
に残ります。

ソースエンドポイントのレコードにURL添付が追加されている場合、ALM Octane
Synchronizerは、単純に添付されたURLを宛先エンドポイントに渡します。

このため、添付フィールドをマッピングする場合、ユーザーには、両方のエンドポイントで、
同期された添付を開く権限が必要です。たとえば、ファイルが当初ALM内のレコードに
添付されていた場合、ALM Octaneユーザーは、添付を開くためにプロジェクトにアクセス
できる必要があります。

添付ファイル
名

同じレコードに対する添付には、それぞれ一意な名前が必要で
す。同じファイル名を使用して他方のエンドポイントにあるレコードに
ファイルまたはURLを添付すると、エラーが発生します。

ファイルのエン
コーディング

添付の同期時にサポートされるファイルのエンコーディング: UTF-8、
UTF-16LE、またはUTF-16BE

添付の更新 ALM Octane Synchronizerは、次の2つの項目が両方変更された
場合に添付を更新します。

l ファイルの添付先となるレコード

l 添付の名前、サイズ、最終更新日時

ただし添付の説明は、初回同期時にのみ同期されるので、更新さ
れません。
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添付の削除 l ソースエンドポイントのレコードから添付が削除されると、
Synchronizerは宛先エンドポイントの対応するレコードからも添
付を削除します。

l 宛先エンドポイントから添付が削除され、同時にソースエンドポイ
ントの添付が変更されると、宛先エンドポイントで添付が再作成
されます。それ以外の場合、添付はソースエンドポイントにのみ残
ります。

注: ALMシステム情報の添付 (.tsiファイル)は、ALMから内蔵のALMビューアーで

開きます。ALM OctaneからはXMLファイルとして開きます。

文字列、浮動小数点、および数値があるフィールドをマッピングする際のガイドライン

条件 結果

宛先エンドポイントの文字列

フィールドに最大長があり、
同期すると最大長を超えて
しまう場合

同期を行うとソースエンドポイントの文字列値は必要
に応じて切り詰められます。

ソースエンドポイントの文字

列フィールドを宛先エンドポ
イントの数値フィールドにマッ
ピングした場合

同期が成功するためには、文字列フィールドの値が
整数である必要があります。

ソースエンドポイントの数値ま
たは日付フィールドを宛先エ
ンドポイントのリストフィールド
にマッピングした場合

同期が成功するためには、数値または日付フィールド
の値がリスト内の値の1つに一致する必要があります。

注: ALMでは、リストフィールドを定義する際に、

値を検証しないように設定できます。この場

合、リストにマッピングされた数値または日付

フィールドの値が、リストに含まれていなくてもか

まいません。
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条件 結果

日付フィールドを文字列

フィールドにマッピングした場
合

Synchronizerは、次の形式の日付文字列を認識し
ます。

l yyyy-MM-dd (例 : 2015-11-20)
l dd-MMM-yy (例 : 25-Dec-16)
l M/d/yyyy
l M/d/yy
l MM/dd/yy
l MM/dd/yyyy

注:複数値のユーザー定義フィールドの同期はサポートされていません。

エンティティ間のリンクのマッピングに関するガイドライン

注: Synchronizerのエンドポイントリンク (ALMとALM Octane間 )と、エンティティ

(不具合や要件 )間のエンティティリンクの違いを理解することが重要です。

エンティティ間のリンクは同期されません。

不具合リンクと要件リンクのリリースフィールドとサイクルフィールドのマッピングに関する
ガイドライン

ALMの [ターゲット サイクル]または [検出サイクル]フィールドのマッピングでは、対応するリ
リースフィールドのマッピングも必要です。

さらに、次の権限が与えられています。

l 両方のエンドポイントで同じリリース名とサイクル名またはスプリント名を指定する必要
があります。テーマの名前では大文字と小文字を区別します。

l 両方のエンドポイントで同じリリース名を指定する必要があります。

l 要件では、ALMのターゲットリリースを1つに限定してください。ALMにターゲットリリース
が複数ある状態で要件を同期すると、失敗します。

ヒント : リリース名は変更できないが、マッピングしたい場合 :

特定のフィールド値をマッピングしてリリースのフルパスを定義します。たとえば、

[ターゲット リリース]フィールドの値を他のエンドポイントの対応するフィールドの値に

マッピングすることができます。
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ALMリリースのフルパスを、\<リリースフォルダー名>\<リリース名>の形式で定義します。

たとえば、\Flight Application\Release_2のようにします。

ルートのリリースフォルダーをパスに含める必要はありません。

特定のフィールド値のマッピングの詳細については、「他のフィールドプロパティの表

示」(502ページ)を参照してください。

自動的にマッピングされるフィールドの例ALMまたはJIRAの不具合

次の表に、新しい不具合同期リンクに対して自動的にマッピングされるフィールドをいく
つか示します。マッピングは変更できますが、エラーを防ぐため、必須フィールドは必ずマッ
ピングする必要があるということに注意してください。

注:一方のエンドポイントでリスト値を変更してカスタマイズしたフィールドは、自動

的にマッピングされません。

ALMの自動マッピング

ALM Octaneフィールド 方向 ALMフィールド

添付 双方向 添付

作成者 一方向 検出者

クローズ日時 双方向 終了日

コメント 双方向 コメント

作成日時 双方向 検出日

説明 双方向 説明

検出者 双方向 検出者

検出リリース 双方向 検出リリース

名前 (必須 ) 双方向 サマリ

所有者 双方向 責任者

フェーズ (必須 ) 双方向 ステータス
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ALM Octaneフィールド 方向 ALMフィールド

優先度 双方向 優先度

リリース 双方向 ターゲットリリース

重要度 双方向 重要度

スプリント 双方向 ターゲットサイクル

ストーリーポイント 双方向 予定修正時間

JIRAの自動マッピング

ALM Octaneフィールド 方向 JIRAフィールド

添付 双方向 Attachments

作成者 一方向 Reporter

クローズ日時 一方向 Resolved

コメント 双方向 Comment

作成日時 一方向 Created

説明 双方向 Description

検出者 双方向 Reporter

検出リリース 双方向 Affects Version/s

名前 (必須 ) 双方向 Summary

所有者 双方向 Assignee

フェーズ (必須 ) 双方向 Status

リリース 双方向 Fix Version/s

重要度 双方向 Priority

フィールド値のマッピングの例 : ALMOctaneのフェーズとALMまたはJIRAのステー
タス

ALM Octane Synchronizerでは、エンドポイントのフィールドの特定の値を、もう一方の
エンドポイントの対応するフィールドの値にマッピングできます。この処理が必要になる場
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合のわかりやすい例として、不具合フェーズのマッピングが挙げられます。

ALM OctaneとALMまたはJIRAでは、不具合フェーズまたはステータスのオプションが異な
ります。

l ALM Octaneの [フェーズ]フィールドには、次の値が設定されます。新規、修正中、修正

済み、クローズ候補、解決済み、延期、重複、却下。

l 標準設定では、ALMの [ステータス]フィールドには、次の不具合の値が指定されま
す。新規、オープン、修正済み、要再修正、終了、却下。

l 標準設定では、JIRAの [ステータス]フィールドには、次の不具合の値が指定されま
す。To Do、In Progress、Done、Closed。

これらのフィールドは標準フィールドに該当するので、ALM Octane Synchronizerは各値
に標準設定のマッピングを適用します (次のテーブルを参照 )。

このマッピングは、リンクで必要に応じて変更できます。

ALMの [ステータス]の値

値

ALM Octane 方向 ALM

新規 双方向 新規

修正中 一方向 要再修正

修正済み 双方向 修正済み

クローズ済み 双方向 終了

クローズ候補 一方向 却下

延期 一方向 新規

重複 一方向 却下

却下 双方向 却下

JIRAの [ステータス]の値

値

ALM Octane 方向 JIRA

新規 双方向 To Do
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修正中 双方向 In Progress

修正済み 一方向 Done

クローズ済み 双方向 Closed

クローズ候補 一方向 Closed

延期 一方向 To Do

重複 一方向 Closed

却下 一方向 Closed

ユーザーリストフィールドのマッピング

Synchronizer管理者の権限が必要です。

ALM OctaneとALMまたはJIRAでは、ユーザーリストフィールドのリストが個別に管理され
ています ([所有者 ]フィールドなど)。

これらのリスト内のユーザーは、エンドポイントの各ペアに対して一度にマッピングされま
す。つまり、要件リンクの作成時にALM OctaneワークスペースとALMまたはJIRAプロジェ
クト間でユーザーをマッピングした場合、同じ2つのエンドポイント間で不具合リンクを作
成する場合にも、同じマッピングが使用されます。

手動または自動マッピング方法に基づいて、マッピングされたユーザーがALM Octane
Synchronizerで認識される仕組みを次のフローチャートに示します。
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自動ユーザーマッピング

ALMまたはJIRAユーザーに設定されている電子メールアドレスが、ALM Octaneへのログ
インに使用するユーザーの電子メールアドレスと同じ場合、すべてのユーザーリストフィー
ルドでユーザーが自動的にマッピングされます。

ユーザーに複数の電子メールアドレスがALMまたはJIRAで定義されている場合、ALM
Octaneと同期されるのは最初の電子メールアドレスに限定されます。

ALM Octaneユーザーリストに、ALMまたはJIRAユーザーに一致するユーザーが含まれて
いない場合、次のようになります。

1. ALM Octaneエンドポイントに対してDefault user (標準設定のユーザー) を定義した
場合、このユーザーはALMまたはJIRAユーザーにマッピングされます。詳細について
は、「一致するユーザーが宛先エンドポイントに存在しない場合のために、標準設
定のユーザーを定義します。」(512ページ)を参照してください。

2. 標準設定が定義されていない場合、同期は失敗します。このALMまたはJIRA
ユーザーを既存のALM Octaneユーザーに手動でマッピングするか、またはALMまた
はJIRAで定義された電子メールアドレスを使用して新しいユーザー (アクティブまた
は非アクティブ)を作成できます。ALM Octaneでのユーザーの追加またはアクティブ
化の詳細については、「ロールの割り当て」(387ページ)および「ロールの割り当て」
(387ページ)を参照してください。

完了したら、同期を再実行します。
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手動ユーザーマッピング

ALMまたはJIRAユーザーとALM Octaneユーザーの電子メールアドレスが異なる場合
や、ALMまたはJIRAユーザーに電子メールアドレスが指定されていない場合、手動で
マッピングします。

1. [User Mapping (ユーザーマッピング)] ダイアログボックスにアクセスします。

[Link Configuration (リンク設定 )]ページで、リンクを選択してユーザーマッピングを編
集します。

[More Actions
(その他のアクショ
ン)] メニューから

[More Actions (その他のアクション)] > [Edit User Mapping (ユー

ザーマッピングの編集)]を選択します。

ユーザーリスト
フィールドから

[Field Mapping (フィールドマッピング)]タブで、ユーザーリスト
フィールドを選択します ([Assigned To (責任者)]など)。選択
したフィールドは、もう一方のエンドポイントのユーザーリスト
フィールドにマッピングする必要があります。

右側で、 [User Mapping (ユーザーマッピング)] ノードを展開し
て、 [edit (編集)]をクリックします。

[User Mapping (ユーザーマッピング)]ダイアログボックスには、手動マッピングされたユー
ザーのみが表示されます。自動マッピングされたユーザーは表示されません。

ヒント :

l 定期的にこのダイアログボックスの上部にある [Refresh (更新)]ボタンを使

用して、最新のALM OctaneおよびALMまたはJIRAユーザーリストを使用

していることを確認してください。

2. 一致するユーザーが宛先エンドポイントに存在しない場合のために、標準設定
のユーザーを定義します。

このマッピングが必要になる場合には、あるエンドポイントのユーザーリストに存在し、
ユーザーリスト値としてリストされていたユーザーが、他方のエンドポイントのユーザー
リストから削除されたケースなどがあります。

[Default user (標準設定のユーザー)]領域を展開して、ALM OctaneとALMの両方
の宛先エンドポイントに標準設定のユーザーを定義します。

注意:ユーザーフィールドを双方向でマッピングする場合、標準設定値によっ

てユーザーリスト内に存在しない値が上書きされます。
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例 :

peter@domain.comは、ALM Octane内の不具合の所有者としてリストされ

ますが、ALM内のユーザーリストにはありません。

この不具合を同期する場合、ALM Octaneのpeter@domain.comは、ALM
内のdefault@alm.comにマッピングされます。

双方向同期の後、ALM Octane内のこの不具合は、defualt@alm.comを不

具合の所有者としてリストします。

このような状況での別のソリューションについては、以下の手順4を参照してく

ださい。

3. ユーザーを手動でマッピングします。

エンドポイントごとにドロップダウンメニューから対応するユーザーを選択し、方向を設
定して、 [Add Mapping (マッピングの追加)]をクリックします。

ヒント :

l [Show unmapped only (マップされていないユーザーだけを表示)]を選択し

て、まだマッピングされていないユーザーのみをドロップダウンリストに表示し

ます。

4. ALM OctaneユーザーをALMまたはJIRAユーザーリストに含まれていないユー
ザーにマッピングします。

a. [Manual Mapping (手動マッピング)]領域で、ALM Octaneのユーザー名を選択し
ます。

b. [ALM/JIRA Users (ALM/JIRAユーザー)]ボックスに、ALMまたはJIRAユーザーリス
トに存在しないユーザーの名前を入力して、 [map to non-existing user (存在し

ないユーザーにマップ)]エントリを選択します。

同期時に、マッピングしたユーザー名が関連するユーザーフィールドに入力されます
が、ALMまたはJIRAユーザーリストには追加されません。

注意: ALMでは、ユーザーフィールドは [値の検証 ]に設定できます。つまり、こ

のフィールドでは、ALMはユーザーリストに存在するユーザーのみを許可しま

す。このようなユーザーフィールドを双方向で同期する場合、存在しない

ALMユーザーを使用すると、同期でエラーが発生する可能性があります。
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ALM Octane Synchronizerの通知設定

Synchronizer管理者の権限が必要です。

ALM Octane Synchronizerは、同期中に発生した問題の累積通知に加えて、特定
のワークスペースのすべてのリンクを要約したダイジェストも送信します。

Integration Bridgeの新規バージョンが利用可能な場合、ブリッジは自動的に新しい
バージョンに更新されます。通知は、このプロセスの最初と最後に送信されます。

リンク通知

リンク通知は、ワークスペースのすべてのリンクに対して設定されます。 [Link
Configuration (リンク設定)]ページのナビゲーションツリーでワークスペースの名前をクリック
して、 [Notifications (通知)]タブをクリックします。

問題通知

同期中に発生した問題に対して送信される累積通知を設定します。新しい問題の
みの通知、または新しい問題と既知だが未解決の問題の両方の通知を設定できま
す。

l システムによる通知の対象および送信頻度を選択します。

l 前回の通知以降に発生した新しい問題

l 以前の通知でも報告された既知の問題でかつ未解決の問題

l 問題の通知を受信するユーザーを指定します。 [Select from workspace users (ワー

クスペースユーザーから選択)] ドロップダウンをクリックして、受信者を1名以上選択しま
す。

注:既知の問題についての通知を送信するには、新しい問題についての通知も

設定する必要があります。

リンクサマリーダイジェスト

現在のワークスペースに含まれているすべてのリンクのステータスを要約したダイジェストの
受信頻度を設定します。

リンクサマリーダイジェストは、Synchronizer管理者にのみ送信されます。ダイジェスト通
知を受信するユーザーを追加するには、そのユーザーを特定のワークスペースの
Synchronizer管理者ロールに割り当てます。
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ブリッジアップグレード通知

アップグレード通知は、各ブリッジに対して設定され、選択したSynchronizer管理者に

のみ送信されます。 [Link Configuration (リンク設定)]ページのナビゲーションツリーで
ブリッジの名前をクリックして、 [Notifications (通知)]タブをクリックします。

アップグレード通知を受信するユーザーを指定します。 [Select from Synchronizer
Admins (Synchronizer管理者から選択)] ドロップダウンをクリックして、受信者を1名以
上選択します。

注:同じワークスペースに属しているSynchronizer管理者のみを選択または選択

解除できます。

同期の実行

Synchronizer管理者の権限が必要です。

リンクを作成して設定したら、整合性チェックを実行して、レコードが正しく同期されるこ
とを確認します。

整合性チェックに合格した場合、シミュレーションを実行して、変化するデータの量を確
認します。

次に、手動タスクを実行するか、自動同期を開始します。

更新されたルールやフィールドマッピングなど、すでに同期済みのリンクの設定を変更し
た場合、完全同期を実行して、この変更内容との整合性をすべてのレコードで確保す
る必要があります。完全同期が必要な場合、ALM Octaneから通知されます。

注意:いったん同期したレコードは、同期の対象から除外できなくなります。リンク

の設定を初めて設定するときには、1レコードのみで定義されたお気に入りを使

用します。同期が想定どおりに動作していることを確認しながら、お気に入りの

範囲を徐々に広げていきます。

ただし、代替ルートフォルダーを使用して同期対象の要件またはリリースを制限

する場合、次のようになります。

l ALMで代替ルートフォルダーから削除された要件は、同期されなくなります。

l ALMで代替ルートフォルダーから削除されたリリースは、同期されなくなります

が、そのサイクルは今までどおり同期されます。
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整合性チェック

同期タスクを実行する前に、整合性チェックを実行して、タスクがスムーズに実行される
ことを確認する必要があります。整合性チェックを使用して、実際のレコードの同期を
実行する前に、あらゆるエラーをデバッグします。

整合性チェックでは、同期リンクが正しく設定されていることを確認します。たとえば、す
べての必須フィールドがマッピングされているかどうかを確認します。

整合性チェックを実行するには:
1. 左側のナビゲーションツリーでリンクを右クリックして [Run Integrity Check (整合性

チェックの実行)]を選択するか、リンクの詳細を表示しているときにツールバーから
[Run (実行)] > [Run Integrity Check (整合性チェックの実行)]を選択します。

整合性チェックのステータスは、画面の下部に表示されます。

例:

2. ステータスの上部にある展開の矢印 をクリックして、すべてのログメッセージを表示
します。そこから、 [View Report (レポートの表示)]または [View Log (ログの表示)]をク
リックして詳細を表示します。

l 整合性チェックに合格した場合、シミュレーションを実行して、次回の同期で追
加または更新されるレコード数を確認できます。また、手動タスクを実行するか、
自動同期を開始することで、同期を開始できます。

l 整合性チェックに失敗してエラーが表示された場合、リンク設定のエラーを修正
して、やり直してください。

l 整合性チェックで警告が表示される場合は、同期は実行できるものの、ソースエ
ンドポイントのフィールド値によっては同期できない項目があります。

同期対象のエンドポイントに関する知識に基づいて、表示された警告を無視し
て同期を実行するかどうかを判断してください。

シミュレーションの実行

整合性チェックに合格した場合は、データを同期する前にシミュレーションを実行しま
す。シミュレーションでは、同期対象として指定したフォルダーとお気に入りのレコードが
チェックされ、次回の同期で追加または更新される項目の数に反映されます。

注: さまざまな理由から、シミュレーション結果には、実際の同期実行より多くの

項目が含まれる可能性があります。たとえば、シミュレーション実行には、エラー
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が発生した項目や更新に失敗した項目、または同期用にマッピングされない

フィールドで変更が行われた項目が含まれている可能性があります。

シミュレーションの実行を開始するには:
1. 左側のナビゲーションツリーでリンクを右クリックして [Run Simulation (シミュレーションの

実行)]を選択するか、リンクの詳細を表示しているときにツールバーから [Run (実行)]
> [Run Simulation (シミュレーションの実行)]を選択します。

実行のステータスが、画面の下部に表示されます。

2. ステータスの上部にある展開バー をクリックして、すべてのログメッセージを表示し
ます。そこから、 [View Report (レポートの表示)]または [View Log (ログの表示)]をクリッ
クして詳細を表示します。

次のデータが、シミュレーションレポートに含まれます。

l 各エンドポイントで作成または再作成される項目の数

l 各エンドポイントで更新される項目の数

l 各エンドポイントで削除される項目の数

l 各エンドポイントの接続データ

手動同期

リンク設定の設定時やデバッグ時などで、リンクをテストするときに、タスクを手動で実行
します。前回の同期実行時にエラーが発生した場合、該当するレコードは、手動同
期によって自動的に再同期されます。

1. 現在、自動モードを選択している場合、自動同期を停止します。詳細について
は、「自動同期の停止」(518ページ)を参照してください。

2. 左側のナビゲーションツリーでリンクを右クリックして [Run Manual Sync. (手動同期の

実行)]を選択するか、リンクの詳細を表示しているときにツールバーから [Run (実行)]
> [Run Manual Sync. (手動同期の実行)]を選択します。

実行のステータスが、画面の下部に表示されます。

3. ステータスの上部にある展開バー をクリックして、すべてのログメッセージを表示し
ます。そこから、 [View Report (レポートの表示)]または [View Log (ログの表示)]をクリッ
クして詳細を表示します。

自動同期

自動同期では、定期的な実行がスケジュールされます。不具合リンクと要件リンクは
毎分同期され、リリースリンクは5分ごとに同期されます。

注: 1回の実行時間が1分を超えた場合、必要に応じて間隔を空けて自動実
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行が実行されます。

自動同期の開始 左側のナビゲーションツリーでリンクを右クリックして [Start
Automatic Mode (自動モードの開始)]を選択するか、リンクの
詳細を表示しているときにツールバーから [Run (実行)] >
[Start Automatic Mode (自動モードの開始)]を選択します。

l 現在の実行のステータスが、画面の下部に表示されま
す。

l ステータスの上部にある展開バー をクリックして、すべて
のログメッセージを表示します。そこから、 [View Report (レ
ポートの表示)]または [View Log (ログの表示)]をクリックして
詳細を表示します。

自動同期の停止 左側のナビゲーションツリーでリンクを右クリックして [Stop
Automatic Mode (自動モードの停止)]を選択するか、リンクの
詳細を表示しているときにツールバーから [Run (実行)] >
[Stop Automatic Mode (自動モードの停止)]を選択します。

自動同期を停止した場合、手動同期タスクを実行する
か、または自動同期を再開して、レコードを更新する必要
があります。

完全同期

更新されたお気に入りやルール、フィールドマッピングなど、特定のタイプの変更がリンク
内で検出された場合、リンク内のすべてのレコードを同期する必要があります。完全同
期が必要な場合、ALM Octaneから通知されます。

すべてのレコードを同期することで、リンク設定やフィールドの変更内容との整合性がす
べてのレコードで確保されます。

注:完全同期の実行には、少し時間がかかる可能性があります。この処理は、

システムがそれほどビジーではないときに実行することをお勧めします。

完全同期を実行するには、ナビゲーションツリーで、リンク名を右クリックするか、リンクを
選択します。そして、 [More Actions (その他のアクション)] > [Schedule Full Sync. in Next
Run (次回の実行時に完全同期をスケジュール)]を選択します。

次回の同期で、リンク内のすべてのレコードが同期されます。

修正済みのエラーを含むレコードの再同期 (自動モードのみ)
リンクが自動モードであり、かつ同期の実行時にエラーが発生した場合、エラーのあるレ
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コードは以降の実行で必ずしも修正されるとは限りません。

このようなことが起こる可能性があるのは、たとえば、スキーマが変更されたにもかかわら
ず、フィールドマッピングが更新されなかった場合のように、リンク設定の外部での変更が
原因でエラーが発生した場合です。エラーの原因を修正すると (たとえば、 [Field
Mapping (フィールドマッピング)]タブを更新して、新しいフィールドをマッピング)、該当する
レコードは、変更が実際のレコードで検出された場合に、ALM Octane Synchronizerで
再同期されます。

また、実行時にエラーが発生して、それ以降は変更がなかったレコードも含めて、すべ
てのレコードがALM Octane Synchronizerで定期的に再同期されます。

実行時にエラーが発生したレコードが次回の実行で確実に再同期されるようにするに
は、手動でリンクを設定して該当するレコードを再同期します。

次のいずれかを行います。

[Link
Configuration
(リンク設定)]ペー
ジで

リンク名を右クリックするか、リンクを選択して、 [More Actions (その

他のアクション)] > [Retry Errors in Next Run (次回の実行時にエラー

を再試行)]を選択します。

ダッシュボード上 [Link Summary (リンクサマリー)]領域で、直近の同期で発生した
特定の問題が表示されるまで、ワークスペースとリンクノードを展開
します。

問題を含むレコードを再試行するリンクを見つけて、リンクの横にあ
る [Retry next run (次回実行時に再試行)]をクリックします。

実行時にエラーが発生したレコードは、次回の実行時に再同期されます。

リンクサマリーとエラー詳細の確認

Synchronizer管理者の権限が必要です。

[Link Configuration (リンク設定)]ページと [Dashboard (ダッシュボード )]ページの両
方に表示されるウィジェットを使用して、リンクの状態を確認できます。右上隅にある2
つのボタンを切り替えて、ページ間を移動します。

たとえば、次のようなリンクサマリーが表示されます。
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これらのウィジェットには、各タイプのリンクの数が表示されます。問題のあるリンクは、前
回の整合性チェック中または同期中にエラーや警告を生成したリンクです。

さらに、 [Link Configuration (リンク設定)]ページのツリーで関連ノードをクリックすること
で、特定のブリッジまたはワークスペース内のすべてのリンクについて、設定の詳細やス
テータスを表示できます。

選択したセクションのリンクごとに行が存在するグリッドでデータが表示されます。グリッド
では、 [Last Run (前回の実行)]カラムおよび [Last Integrity Run (前回の整合性実行)]カ
ラムのリンクをクリックして、特定の実行のログにアクセスします。

次のデータを表示します。

l 特定のブリッジに対して設定されたすべてのリンク。ナビゲーションツリーでブリッジ名をクリッ
クします。

l 特定のブリッジで、特定のワークスペースに対して設定されたすべてのリンク。ブリッジノードを
展開して、ワークスペース名をクリックします。

[Dashboard (ダッシュボード )]ページには基本的な同期の統計情報に加えて、各同
期の詳細なレポートも表示されます。

特定のリンクのデータを表示する、または特定のエラーを調査するには、次の手順を実
行します。

l 「特定のリンクに対する実行履歴を表示する」(520ページ)
l 「ダッシュボードで特定のエラーへドリルダウンする」(520ページ)

特定のリンクに対する実行履歴を表示する

1. 右上隅にある [Link Configuration (リンク設定)]ボタンをクリックします。

2. ナビゲーションツリーで、リンク名を参照してクリックします。次に、 [Run History (実行

履歴)]タブをクリックします。

3. 実行履歴をどのくらいまで遡って表示するかを選択します。

4. (エラーなしで)正常に終了した実行をフィルターによって除外する場合、 [Show
finished with errors only (終了 (エラーあり) のみを表示)]を選択します。

グリッドには、選択したリンクの関連データが入力されます。

ダッシュボードで特定のエラーへドリルダウンする

1. 右上隅にある [Dashboard (ダッシュボード )]ボタンをクリックします。

2. 問題がリストに含まれている場合、問題の詳細へドリルダウンするには、問題のタイ
プを展開して個別の問題をクリックします。

3. 問題の説明と推奨される解決法を確認します。必要に応じて、リンク設定とフィー
ルドマッピングを変更して、エラーを修正します。変更後には、必ず整合性チェック
を実行します。

ALMOctaneユーザーガイド

同期

ALM Octane (12.55.17) 520 / 628ページ



標準設定では、エラーを含むレコードは、レコードが変更されていない場合、次回の自
動実行時に再び定期的に同期されるだけです。

エラーを含むすべてのレコードが次回の実行で確実に再同期されるようにするには、次
のいずれかを実行します。

l 手動同期を実行します。手動同期では常に、すべてのレコードが同期されます。

l リンクが自動モードである場合、関連リンクの [Retry next run (次回実行時に再試行)]
をクリックします。

次回の正常実行時に、変更の有無に関係なく、問題のあるリンクの全レコードが再
び同期されます。

注: [Retry next run (次回実行時に再試行)]ボタンが表示されるのは、実行に

失敗した場合に限定されます。

[Fixed errors (修正済みのエラー)]領域で、修正した問題の詳細を表示できます。各
ワークスペースノードを展開して、個別の問題の詳細を表示します。

リンクステータスリファレンス

リンクステータスは、リンクサマリーテーブル、リンクの [General (一般 )]タブで表示された
り、左側のナビゲーションツリーのリンク名の横にアイコンとして表示されるなど、
ALM Octane Synchronizerのインターフェイス全体で表示されます。

/ ステータス: OK

アイコン
自動 / 手動

説明 エラーなしで整合性チェックに合格しました。

リンクタスクはエラーや警告を伴わずに、設定どおり実行されて
います。

必要なアクション 対処は不要です。

自動モードのリンクは、同期タスクを実行します。

手動モードのリンクは、手動同期タスクを実行する準備が整っ
た状態です。

ALMOctaneユーザーガイド

同期

ALM Octane (12.55.17) 521 / 628ページ



ステータス: Integrity check required (整合性チェックが必要)

説明 リンクのフィルター、ルール、またはフィールドマッピングが変更され
て、整合性チェックが実行されていません。

必要なアクション 手動同期タスクを実行する前、または自動同期を開始する前
に、整合性チェックを実行します。

ステータス: Integrity check failed (整合性チェックに失敗)

説明 整合性チェックに失敗しました。

必要なアクション リンクを修正して、整合性チェックを再度実行します。

/ ステータス: Sync. Warning (同期警告)

アイコン
自動

/
手動

説明 最近実行した同期タスクでいくつかの警告が生じています。

リンクが自動モードの場合、同期の実行は続行されます。リン
クが手動モードの場合、手動タスクを実行できる状態です。

必要なアクション
l ALM Octane Synchronizerの [Dashboard (ダッシュボー
ド )]ページで、リンクの問題を確認して、変更により問題の
再発を防ぎます。

必要に応じて、リンクのフィールドマッピング、ルール、または
フィルターを変更します。場合によっては、ALMまたはJIRAの
スキーマやフィールド値など、ALM Octane Synchronizerの外
部での変更が必要になる可能性もあります。

リンク設定を変更した場合、変更内容を保存してから整合
性チェックを実行して、警告が修正されたことを確認します。

l 警告を含むレコードを変更せずに次回の同期で実行するに
は、 [Dashboard (ダッシュボード )]で [Retry next run (次回実

行時に再試行)]をクリックします。
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/ ステータス: Sync. Error (同期エラー)

アイコン
自動 / 手動

説明 最新の同期タスク (自動または手動 )でエラーが検出されて、
同期を実行できない状態です。

必要なアクション リンクを変更してエラーを修正してから、整合性チェックを実行
します。

ステータス: Integration bridge is offline (Integration Bridgeはオフライン)

説明 Integration Bridgeはオフラインです。

必要なアクション ALM Octaneでチケットを開きます ([ヘルプ] > [Send Us
Feedback (フィードバックを送信)] > [Open ticket (チケットを開く)])。

ALM OctaneサポートにIntegration Bridgeの起動を依頼し、
Integration BridgeがALM Octaneへの接続に使用している資格
情報が現在も有効であることを確認してください。

ステータス: Integration bridge is being upgraded automatically
(Integration Bridgeは自動的にアップグレードされています)

説明 自動アップグレードが進行中のため、 Integration Bridgeはオフラ
インになっています。

アップグレード中アイコンは、左側のナビゲーションツリーのブリッジ
名の横に表示されます。

必要なアクション 対処は不要です。

自動アップグレードプロセスが完了すると、ブリッジが自動的に有
効になります。

ステータス: Integration bridge needs upgrade (Integration Bridgeのアップ
グレードが必要です)

説明 Integration bridgeが古いです。
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必要なアクション ALM Octaneでチケットを開きます ([ヘルプ] > [Send Us
Feedback (フィードバックを送信)] > [Open ticket (チケットを開く)])。

ALM OctaneサポートにIntegration Bridgeの新しいバージョンをイ
ンストールするよう依頼してください。

ALM Octane SynchronizerのFAQおよびトラブルシューティン
グ

以下のALM Octane Synchronizerに関する一般的な質問を参照してください。

レコードは何も更新しておらず、作成しかしていないのに、なぜ実行履歴に更新済
みレコードが表示されるのでしょうか?
同期時に宛先エンドポイントで作成された新しいフィールド値が、ソースエンドポイント
内のレコードに自動的に送り返されるためです。

このため、たとえば、ALM内にレコードを作成し、ALM Octaneと同期すると、その新規レ
コードはALM Octane内に作成され、ALM Octane IDが割り当てられます。

この新しいIDフィールド値はALM Octane Synchronizerで認識され、ALMに送り返され
て、ソースレコードに追加されます。

この最後の手順が実行履歴に表示される更新になります。

自動同期は、1分間隔で自動的に実行するようにスケジュールされています。実行
履歴にこれらの同期実行の一部が表示されないのはなぜですか?
次のタイプの同期実行は、後続の同期実行後に実行履歴から削除されるためです。

実行の説明 詳細

以下に該当する実行 :

l どのデータも同期せず、かつ...
l 10日以上経過している。

空の実行は、それが最新の実行で、過
去10日以内に実行された場合にのみ、
実行履歴に表示されます。

以下に該当する実行 :

l エラーで終了し、かつ...
l 10日以上経過していて、以下を除
く...

l エラーがまだ解決していない。

まだ解決していないエラーがある実行は、
関連するレコードが正常に同期されるま
で、実行履歴に表示されます。

以前の実行にエラーがあり、そのエラーが
後の実行でも表示された場合、その以
前の実行は10日以上経過すると削除さ
れます。
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実行の説明 詳細

10日以上経過した致命的な実行 過去10日以内の同期実行の場合、最
後の20回の実行のみ表示されます。

前の同期で発生したエラーを修正するために、自分のリンクを変更しました。同じエ
ラーが再発するのは、なぜでしょうか?
リンクが自動モードであり、かつ同期の実行時にエラーが発生した場合、エラーのあるレ
コードは以降の実行で必ずしも修正されるとは限りません。

このようなことが起こる可能性があるのは、たとえば、スキーマが変更されたにもかかわら
ず、フィールドマッピングが更新されなかった場合のように、リンク設定の外部での変更が
原因でエラーが発生した場合です。エラーの原因を修正すると (たとえば、 [Field
Mapping (フィールドマッピング)]タブを更新して、新しいフィールドをマッピング)、該当する
レコードは、変更が実際のレコードで検出された場合に、ALM Octane Synchronizerで
再同期されます。

また、実行時にエラーが発生して、それ以降は変更がなかったレコードも含めて、すべ
てのレコードがALM Octane Synchronizerで定期的に再同期されます。

実行時にエラーが発生したレコードが次回の実行で確実に再同期されるようにするに
は、手動でリンクを設定して該当するレコードを再同期します。

詳細については、「修正済みのエラーを含むレコードの再同期 (自動モードのみ)」(518
ページ)を参照してください。

同期パフォーマンスはどのようにしたら改善できるのでしょうか?
ALM OctaneとALMの間の同期パフォーマンスを改善するには、ALMに使用するデータ
ベースのタイプに応じて、次のように、インデックスをALMプロジェクトスキーマに追加しま
す。

Microsoft
SQL

CREATE INDEX BG_VTS_IDX ON [td].[BUG] (BG_VTS, BG_BUG_ID);

CREATE INDEX RQ_VTS_IDX ON [td].[REQ] (RQ_VTS);

CREATE INDEX RT_VTS_IDX ON [td].[REQ_TRACE] (RT_VTS);

CREATE INDEX RT_CREATION_DATE_IDX ON [td].[REQ_TRACE] (RT_
CREATION_DATE);

CREATE INDEX LN_CREATION_DATE_IDX ON [td].[LINK] (LN_CREATION_
DATE);
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Oracle CREATE INDEX BG_VTS_IDX ON BUG (BG_VTS, BG_BUG_ID);

CREATE INDEX RQ_VTS_IDX ON REQ (RQ_VTS);

CREATE INDEX RT_VTS_IDX ON REQ_TRACE (RT_VTS);

CREATE INDEX RT_CREATION_DATE_IDX ON REQ_TRACE (RT_CREATION_
DATE);

CREATE INDEX LN_CREATION_DATE_IDX ON LINK (LN_CREATION_DATE);

リンクツリーの [Search Links (リンクの検索)] ボックスがなぜ無効になっているので
しょうか?
リンクが編集モードになっている場合、リンクツリー内で検索できません。変更内容を保
存するか、 [Cancel Edit (編集のキャンセル)]をクリックして、検索ボックスを有効にしてく
ださい。

同期リンク内のマッピングされた要件タイプを編集できないのはなぜですか?
l リンクの同期後には、マッピングされた要件タイプは削除できなくなります。マッピングさ
れていないタイプは、追加できます。

l 要件タイプマッピングを編集するには、編集モードである必要があります。詳細につい
ては、「要件タイプのマッピングの編集 (ALMとの同期のみ)」(494ページ)を参照してく
ださい。

マッピングされていないユーザーが原因で同期に失敗しました。どうすればよいです
か?
マッピングされていないユーザーが原因で同期に失敗した場合は、ユーザーの欠落がな
いかどうかを確認します。欠落がない場合は、ALM Octaneでそのユーザー (アクティブ
ユーザーまたは非アクティブユーザーのいずれか)を作成します。再度同期を実行する
と、マッピングされていなかったALMユーザーがALM Octaneで新しく作成されたユーザー
にマッピングされます。ALM Octaneでのユーザーの追加またはアクティブ化の詳細につい
ては、「ロールの割り当て」(387ページ)および「ロールの割り当て」(387ページ)を参照し
てください。

同期中に、「Some of the mapped fields were deleted from ALM Octane.
(マッピングされたフィールドの一部がALM Octaneから削除されました。)」というエラー
が表示されました。

このエラーは、同期リンクにマッピングされていたユーザー定義フィールドが、ALM Octane
から削除されたことを示します。見つからないフィールドのリストがUIに表示されます。

Synchronizer UI内の関連するリンクを編集し、 [Field Mapping (フィールドマッピング)]タ
ブで [Refresh fields and field values (フィールドとフィールド値を更新します)]をクリックしま
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す。削除されたフィールドはすべて、フィールドマッピングから削除されます。整合性チェッ
クを実行して、レコードが正しく同期されることを確認してください。

同期中に、「Some of the fields used in the filter were deleted from ALM
Octane. (フィルターで使用されているフィールドの一部がALM Octaneから削除され
ました。)」というエラーが表示されました。

このエラーは、特定の同期リンク内のSynchronizerフィルターで使用されていたALM
Octaneのユーザー定義フィールドが削除されたことを示します。

既存のフィルターを編集するか、存在しなくなったユーザー定義フィールドを使用しない
新しいフィルターを作成します。新しいフィルターを作成する場合は、Synchronizer UI
内で適切なリンクを編集し、 [General (一般 )]タブのSynchronizerフィルターを変更しま
す。整合性チェックを実行して、レコードが正しく同期されることを確認してください。

同期中に、多数のランダムエラーが発生するのはなぜですか?
不可解なエラーが発生する場合 (実行レポートを読み取れない、毎回同じ同期エラー
が発生する、リンクの作成中にエラーが発生するなど)、サポートされているバージョンの
ALMと同期していることを確認してください。詳細については、「サポートされているALM
およびJIRAのバージョン」(465ページ)を参照してください。

使用しているALMのバージョンがサポートされている場合、ALM Octaneサーバーで同時
に開くファイルが多すぎる可能性があります。

この場合、次のことを確認してください。

l ALM Octaneのログファイルに次のエラーが表示されます。java.net.SocketException:
Too many open files

l オペレーティングシステムで許可されるオープンファイルの最大数が少なすぎるため、増
やす必要があります。

カスタマーサポートにご連絡ください ([ヘルプ] > [Send Us Feedback (フィードバックを送

信)] > [Open ticket (チケットを開く)])。

ALM Octane Synchronizerで、過去に問題がなかったカスタムフィールドの検索に
失敗するのはなぜでしょうか?
ALM Octaneで定義したカスタムフィールドのリストを次の手順で確認します。

1. [設定 ] で、共有スペースまたはワークスペースを選択します。

2. [エンティティ]で [ユーザー定義フィールド ]をクリックし、フィールドを確認するエンティティを
選択します。

問題のフィールドが同期しているワークスペース用に定義されていることを確認してくださ
い。
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同期で、attachment.urlという名前の添付がALM Octaneエンティティに追加されるの
はなぜですか?
ALMエンティティに、名前に特殊文字 (~!@#$%()^&)を含む添付がある場合に、発生す
る可能性があります。

回避策: ALM Octaneで、追加された添付を削除します。ALMで、添付の名前を変更
して、特殊文字を含まないようにします。

問題通知を設定した後に電子メールが届かないのはなぜですか?
問題通知を設定したものの、予想どおりに電子メールが届かない場合は、sync_saス
キーマのFROM_EMAIL_ADDRESSとMAIL_SERVER_HOSTの値を定義してください。

Integration Bridgeのセットアップ
Integration Bridgeは、ALM Octaneと外部アプリケーションの統合を可能にするために、
システムにインストールしておく必要のあるコンポーネントです。これは同期に必要です。
また、URLの呼び出しルールで使用することもできます。

同期

ALM OctaneワークスペースとALMまたはJIRAプロジェクトを同期させると、リリース、要
件、および不具合の表示と更新を両方のエンドポイントで実行できます。詳細について
は、「ALM OctaneとALMまたはJIRAとの同期」(463ページ)を参照してください。

l SaaS上のALMとの同期 : SaaSオペレーターと連絡を取り、ALM OctaneとALMインスタ
ンスの間にIntegration Bridgeをセットアップするよう依頼してください。

l JIRA/オンプレミスALMとの同期 :同期を有効にするには、まず『Synchronizerインストー
ルガイド』の説明に従って、Synchronizerをインストールする必要があります。これは、
Micro FocusダウンロードサイトにあるSynchronizerインストールパッケージに含まれて
います。Synchronizerを設定したら、以下の項の説明に従って、 Integration Bridge
をインストールして設定します。

また、共有スペース管理者と連絡を取って、APIアクセスキーを取得する必要もありま
す ([設定] > [スペース] > [APIアクセス])。

注:必要なSynchronizerサービスが、ある特定のテナントに対して有効になっ

ているかどうかを確認するには、そのテナントの詳細を [設定] > [サイト ]内で確

認します。サービスが有効な場合は、 [Bridgeサービス]および [Synchronizer
サービス]カラムにバージョン番号が表示されます。
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URLの呼び出しルール

高度なワークフローシナリオでは、URLの呼び出しルールを使用して、サードパーティアプ
リケーションで使用される情報をエンドポイントURLにHTTP/S POSTすることができま
す。詳細については、「URLの呼び出しを使用した他のアプリケーションとのWebHook
統合」(429ページ)を参照してください。これには、 Integration Bridgeをインストールし
て、ALM OctaneとエンドポイントURLとの間の仲介役として機能させることが必要とな
る場合があります。その場合、ALM OctaneはURL呼び出しをIntegration Bridgeに送
信し、そこで呼び出しが実行されます。

そのURLが、使用しているネットワークからアクセス可能な場合や、一般に公開されてい
る場合は、 Integration BridgeをインストールしなくてもURLの呼び出しルールを実行で
きます。

Integration Bridgeのシステム要件

ご使用のシステムが次の最小システム要件を満たしていることを、インストールする
Integration Bridgeごとに確認します。

オペレーティングシステ
ム

次のいずれか:

l Windows Server 2008 R2 SP1 (64ビット )
l Windows Server 2012 R2 SP1 (64ビット )
l Red Hat Enterprise Linux 6.2、6.3、6.4、6.5、6.7、7.2
(64ビット )

l SUSE Linux Enterprise 11サービスパック3

CPU クワッドコアCPU

メモリ (RAM) 8GB

空きディスク容量 80GB

ヒープサイズ 最大4GB

注:

l Integration Bridgeは、ASCII文字のみを名前に含むパスにインストールする必

要があります。

l Integration Bridgeは、ALMまたはJIRA、あるいはALM Octaneと同じLinux
サーバー上にインストールしないことをお勧めします (オンプレミスインストールの

場合 )。 Integration Bridgeをこれらのいずれかと同じサーバー上にインストール

すると、同じリソースに対する深刻な競合が発生し、安定性とパフォーマンス

ALMOctaneユーザーガイド

同期

ALM Octane (12.55.17) 529 / 628ページ



に影響を与える可能性があります。

l Windowsでは、インストールには、 Integration Bridgeアプリケーションと、対応

するサービスの両方が含まれます。

Linuxでは、 Integration Bridgeをrootユーザーとしてインストールした場合、イン

ストールにはサービスも含まれます。

非 rootユーザーを使用してブリッジをインストールした場合、サービスはrootユー

ザーとして手動でインストールする必要があります。

Integration Bridgeのダウンロードとインストール

ALM OctaneからIntegration Bridgeをダウンロードし、ALM Octaneとターゲットエンドポイ
ント (同期の場合はALMまたはJIRAのどちらか、URLの呼び出しルールの場合はエンド
ポイント )の両方にアクセスできるコンピューターにインストールします。

Windowsオペレーティングシステム上にインストールする場合、Windows管理者ユーザーと
してブリッジをインストールします。ブリッジは、適切な権限を持つ非管理者ユーザーとし
て実行できます。

Linuxコンピューター上では、どのユーザーでもブリッジをインストールできます。

このトピックの内容 :

l 「前提条件」(530ページ)
l 「ALM Octaneからのブリッジのダウンロード」(531ページ)
l 「Integration Bridgeのインストール」(531ページ)
l 「複数のブリッジのインストール」(535ページ)

前提条件

l Integration Bridgeをインストールするユーザーには、次のALM Octaneロールが必要で
す。

l 共有スペース管理者

l Synchronizer Admin (Synchronizer管理者):このロールは [サイト ] > [ユーザー]また
は [ワークスペース] > [ユーザー]設定ページで割り当てます。

l Linux: Integration Bridgeをインストールするユーザーは、 /tmpシステムフォルダーに対
するR/W権限を持っている必要があります。

l Integration Bridgeのインストール時に入力するクライアント IDとシークレットを取得しま
す。ブリッジは、これらの資格情報を使用してALM Octaneにアクセスします。

[設定 ] の [スペース] > [APIアクセス]ページで、 Integration BridgeクライアントのAPI
アクセスキーを追加します。詳細については、「APIアクセスキーの作成」(460ページ)
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を参照してください。

ALM Octaneは、ブリッジのクライアント IDとシークレットを生成します。

ALMOctaneからのブリッジのダウンロード

次のいずれかの場所からブリッジをダウンロードします。

l 同期 : ALM Octane設定領域から [Synchronizer]を選択します。

Synchronizer管理者の権限が必要です。

l URLの呼び出しルール:ルールの作成時または編集時に、 [URLの呼び出し]アクションを
選択します。 [詳細設定 ]チェックボックスをオンにして、ペインの右側にあるいずれかの
ダウンロードリンク (WindowsまたはLinuxのいずれか)をクリックします。

ワークスペース管理者の権限が必要です。

表示されるリンク設定ページで、次のいずれかの処理を行います。

インストール 手順

初めてブリッジをインス
トールする場合

チェックリストで、2番目のステップのリンクをクリックして、使用
しているオペレーティングシステムに対応するブリッジをダウン
ロードします。

追加のブリッジをインス
トールする場合、また
はアップグレードを実行
する場合

[More Actions (その他のアクション)] > [Download
Integration Bridge (Integration Bridgeのダウンロード )]
を選択して、使用するオペレーティングシステム用のダウン
ロードファイルを選択します。

Integration Bridgeのインストール

1. ブリッジをインストールするコンピューターで、ダウンロードしたzipファイルを展開します
(hpe-integration-bridge-windows.zipまたはhpe-integration-bridge-linux.zip)。この
zipファイルは、名前に英字のみを含むパスに展開する必要があります。

zipファイルには次のものが含まれます。

l インストール実行可能ファイル。

l 設定ファイル (server-connection.conf):ブリッジがALM Octaneにアクセスするた
めに使用するURLとサイト IDが含まれています。このURLは、 /opbで終わる必要
があることに注意してください。これは、 Integration Bridgeのエントリポイントです。

l Linux:整合性ベリファイア (.bin.sigファイル)。インストールファイルのパッケージング
時の署名検証に使用されます。
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2. Linux:抽出されたファイルを含むフォルダーで、chmod +x hpe-integration-
bridge.binを実行して、インストールファイルの実行権限を取得します。

3. 次のファイルを実行してインストールを開始します。

Windows: hpe-integration-bridge.exe (GUIウィザードが実行されます)
Linux: hpe-integration-bridge.bin (CLIのみ)

4. インストールプロセスの指示に従って、インストールを完了します。

自分のワークスペースに接続するように設定されている、標準設定の値をそのまま
受け入れます。

注:

l Integration Bridgeは、ASCII文字のみを名前に含み、連続したスペース

を含まないパスにインストールする必要があります。

l [Modify an Existing Instance (既存のインスタンスの変更)]オプションを選択

した場合、選択したブリッジはアンインストールされます。アンインストール

後、もう一度インストールを実行して、新しいインスタンスをインストールし

ます。

ヒント : Linux:

l インストールのどのステップでも、quitと入力することによりインストールをキャ

ンセルできます。

l インストールプロセス内で前のステップに戻るには、backと入力します。
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l ALM Octaneへの接続を設定するステップで、次のように設定します。

設定 説明

Bridge name ブリッジの名前を定義します。

URL 使用するALM OctaneサイトのURL。
フォーマット : http(s)://<hostname or IP address>:<port
number>/opb

標準設定では、このURLはダウンロードされたserver-
connection.confファイルからユーザーに応じて提供され
ます。

注意: このURLを変更する場合、末尾がスラッ

シュ ('/')にならないようにしてください。

Site ID
(読み取り専用 )

ALM Octaneサイトのサイト ID。
サイト IDはALM OctaneのURL内のテナント ID属性にあ
ります。例 : TENANTID=123456789

[Client ID]および
[Client Secret]
フィールド

ALM Octaneが [統合 ] > [API]ページで生成した
Integration Bridgeロールを持つクライアント IDおよびクラ
イアントシークレット。

Proxy server プロキシサーバーを使用してALM Octaneにアクセスする
場合、 [Use proxy server]を選択します。

プロキシサーバーの詳細と、プロキシサーバーにログインす
るユーザーを入力します。

o Host:プロキシサーバーの有効なアドレス。

o Port:有効なポート番号 (1～65535の範囲の整
数 )。

ヒント : Windowsの場合 :

[Test Connection]をクリックすると、ブリッジがALM Octaneに接続できるこ

とを確認できます。

この情報を入力すると、ALM Octaneへの接続がテストされます。テストが失敗し
た場合、接続設定を再入力するか、ブリッジのインストールを続行して、後で資
格情報を変更できます。

l Integration Bridgeサービスを設定するステップで、標準設定のサービス名とポート
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番号をそのまま使用するか、必要に応じて変更します。

ヒント :複数のブリッジをインストールする場合、サービスを対応するブリッジ

と関連付けるのに役立つ名前を使用してください。

Linux:サービス名はASCII文字だけを含み、かつ角括弧 ([ ])を含まないことが
必要です。

5. インストールが完了したら、 [Installation complete] メッセージが表示されます。

注: Integration BridgeをURLの呼び出しルール機能のためにインストールし

ている場合は、 [Run credentials manager and define credentials for
synchronizer links (資格情報マネージャーを実行し、Synchronizerリンクの資格

情報を定義する)]オプションをオフにします。必要な場合は、後で資格情報マ

ネージャーを実行して、ALM資格情報を設定できます。

Enterを押して、インストーラーを終了します。

6. Linuxで非 rootユーザーとしてインストールを実行した場合、rootユーザーとして手動
でIntegration Bridgeサービスをインストールする必要があります。

<ブリッジインストールディレクトリ>/product/bin/HPEIntegrationBridge.sh install

7. インストールの最後に [Run credentials manager and define credentials for
synchronizer links (資格情報マネージャーを実行し、Synchronizerリンクの資格情報を

定義する)]オプションを選択した場合は、エンドポイント資格情報マネージャーが開
きます。

l 同期 : ALMまたはJIRAに接続するための資格情報を定義します。詳細について
は、「接続セットアップの管理」(539ページ)を参照してください。

注: リンクを設定する前に、ALMまたはJIRAの資格情報を設定する必要

があります。

資格情報マネージャーが自動的に開かない場合、手動で開くか、CLIを
使用して資格情報を設定できます。詳細については、「接続セットアップ

の管理」(539ページ)を参照してください。

ALM Octaneでは、新しいブリッジは数分以内に認識されます。新しいブリッジが
表示されない場合は、ページを更新します。そこから、 [Create synchronization
links (同期リンクの作成)]をクリックして、リンクの作成を開始します。

l URLの呼び出し: URLの呼び出しルールを有効にするには、資格情報をこれ以上

入力しないでください。エンドポイント資格情報マネージャーアプリケーションを閉じ
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て、「ルールのセットアップ」(416ページ)の説明に従って、URLの呼び出しルール
アクションを定義します。

複数のブリッジのインストール

複数のブリッジのインストールは、特定の場合にのみ必要になります。例 :

l ALM Octaneを、別のネットワーク上に存在するALMまたはJIRAプロジェクトと同期す
る必要がある場合。

l 大量の同期リンクを定義し、複数のブリッジ間で負荷を分散したい場合。

l 複数のALM Octaneサイトにブリッジをインストールする場合。各ブリッジは1つのサイト
と通信します。

この場合、各ブリッジを通信対象のサイトから別々にダウンロードする必要がありま
す。ダウンロードされたファイルには、ブリッジが関連するサイトと接続するために必要
な設定が含まれています。

複数のブリッジをインストールする場合の推奨事項 :

l 各ブリッジに対して異なるセットのALM Octane資格情報 (クライアント IDとシークレッ
ト )を使用します。

l 標準設定のインストールフォルダーを使用する代わりに、ブリッジが識別しやすくなるよ
うな名前を付けます。たとえば、複数のALM Octaneサイトと通信するために複数のブ
リッジをインストールする場合、インストールフォルダー名にサイト名を含めます。

Integration Bridgeセキュリティ

Integration Bridgeが内部情報を公開することはありません。さらに、Micro Focusアプリ
ケーションのJARファイルはMicro Focusによって署名されており、コードの出所を検証す
るときに役立ちます。

このトピックの内容 :

l 「OAuth認証を使用したALM Octaneとの通信」(535ページ)
l 「SSL経由の通信」(536ページ)
l 「既知の証明機関によって署名されていない証明書を使用した接続」(536ページ)
l 「パスワードの暗号化」(537ページ)
l 「セキュリティの推奨事項」(537ページ)
l 「Integration Bridgeの自動アップグレード」(539ページ)

OAuth認証を使用したALMOctaneとの通信

Integration Bridgeは、ALM Octaneへの接続時に、ALM Octaneユーザーの資格情報
を使用する代わりに、OAuth認証を使用します。
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SSL経由の通信

Integration BridgeとALM Octaneの間の通信は、SSLによってセキュリティ保護されてい
ます。

Bridgeはインストール中またはインストール後に指定したALM Octaneのユーザー資格
情報またはクライアント IDを使用して、ALM Octaneにログインします。詳細については、
「ALM Octane資格情報の設定」(550ページ)を参照してください。

既知の証明機関によって署名されていない証明書を使用した接続

既知の証明機関によって署名されていない証明書を使用して、セキュリティ保護され
たALM OctaneまたはALMサーバーに接続する場合、証明書に対する信頼を確立す
る必要があります。

この信頼を確立するには、発行者の証明書を、次のディレクトリにあるJREのトラストス
トアにインポートします。

<Integration Bridgeインストールディレクトリ>\product\util\3rd-party\jre1.7.0_
51\jre\lib\security\ (Linuxでは、このパスと以下のパスのバックスラッシュをスラッシュに置
き換えます)

次の操作を実行します。

1. ALM Octane、ALMまたはJIRAをブラウザーウィンドウで開き、証明書をブラウザーか
らエクスポートしてserver.cerという名前のファイルに保存します。

2. Integration Bridgeマシンで、server.cerファイルを<Integration Bridgeインストール

>\product\util\3rd-party\jre1.7.0_51\jre\binディレクトリに置きます。

3. <Integration Bridgeインストール>\product\util\3rd-party\jre1.7.0_51\jre\binディレク
トリにあるkeytoolコマンドを使用して、server.cerファイルを<Integration Bridgeイン

ストール>\product\util\3rd-party\jre1.7.0_51\jre\lib\security\cacertsディレクトリにイン
ポートします。

例:

(Windows) keytool.exe -import -v -trustcacerts -alias <エイリアス> 
-file server.cer -storepass <パスワード> -keystore <Integration Bridgeインストー

ル>\product\util\3rd-party\jre1.7.0_51\jre\lib\security\cacerts

注:証明書チェーンの残りの部分に対して、それぞれ異なるエイリアスを使用

しながらこのコマンドを繰り返すことが必要な場合があります。

4. Integration Bridgeを再起動します。
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パスワードの暗号化

エンドポイントへの接続用パスワードは暗号化後にカスタマーのマシンに保存されてお
り、資格情報を別のマシンへ転送できないようになっています。

この暗号化方法では、インストール中にランダムに生成されたキーを使用します。
Bridgeは、暗号化方法としてAES 128を主に使用します。

セキュリティの推奨事項

セキュリティの推奨事項

ダウンロードソース 不明なソースからIntegration Bridgeのインストールファイルや
更新プログラムをダウンロードしないでください。

Integration Bridge
マシン

専用の堅牢なマシンにIntegration Bridgeをインストールしま
す。

Integration Bridge
ネットワーク

Bridgeのネットワークとターゲットのオンプレミスアプリケーション
の間にファイアウォールを配置して、分離されたネットワークに
Integration Bridgeをデプロイします。

l ALM Octaneとの通信用にポート443を開く必要がありま
す。

l ほかのオンプレミスアプリケーションとの内部通信用に、必
要に応じて、追加のポートを開きます。
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セキュリティの推奨事項

Integration Bridge
権限

Windowsのみ

標準設定では、 Integration Bridgeサービスは、Windowsの
Local Systemサービスユーザーを使用して実行されます。

システムのセキュリティを高めるには、 Integration Bridgeの実
行に単純なWindowsユーザーを割り当てます。

l Program Filesフォルダー以外のフォルダーにIntegration
Bridgeをインストールします。これにより、 Integration
Bridgeインストールフォルダーに対する権限を単純なユー
ザーに付与することができます。

l インストールフォルダーに対するすべての権限 (読み取り/書
き込み/実行 )をそのユーザーに付与します。

l Integration Bridge Windowsサービスを管理する権限をそ
のユーザーに付与します。

l Windowsサービスマネージャーを開き、単純なユーザーのア
カウントを使用して実行するようにHPE Integration
Bridgeサービスを変更して、サービスを再起動します。

ヒント : Integration Bridgeのインストールフォルダーを保

護するために、このフォルダーに対する権限を、管理

者、Local Systemサービスユーザー、および作成した

専用のユーザーだけに付与します。

Integration Bridge
権限

Linuxのみ

Integration Bridgeは、インストールしたLinuxユーザーの権限
を使用して動作します。このユーザーは、Bridgeとともにイン
ストールされたすべてのフォルダーとファイルに対する読み取
り、書き込み、実行のすべての権限を持ちます。

したがって、 Integration Bridgeは非 rootユーザーとしてインス
トールすることをお勧めします。この場合、次のようにします。

1. Integration Bridgeを管理するための専用のユーザーを
作成することをお勧めします。このユーザーを使用して
Bridgeをインストールし、必要な場合はBridgeの起動を
手動で管理します。

2. 次のファイルを保護するために、その所有者をrootに変
更します。

l <Integration Bridgeインストール

>/product/bin/HPEIntegrationBridge.sh
l <Integration Bridgeインストール

>/product/conf/wrapper.properties
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セキュリティの推奨事項

Integration Bridge
のインストール

複数のブリッジをインストールする場合、各ブリッジに対して
異なるセットのALM Octane資格情報 (クライアント IDとシーク
レット )を使用することを推奨します。

Integration Bridge
ユーザー

Integration Bridgeロールが割り当てられたALM Octaneユー
ザーには、その他のロールを割り当てないようにしてください。

オンプレミスアプリケー
ションユーザー

ALMユーザーなど、ALM Octaneと通信するオンプレミスアプリ
ケーションユーザー向けの権限を定義する場合、権限の範
囲は具体的に必要な操作に制限します。

Integration Bridgeの自動アップグレード

Integration Bridgeの新規バージョンが利用可能な場合、ALM Octaneから自動的に
ダウンロードされます。ダウンロードしたファイルのMicro Focus署名は、新規バージョンの
インストール前に検証されます。

接続セットアップの管理

資格情報は、 Integration BridgeとALM Octane、ALM、またはJIRAの間でセキュアな
双方向通信を提供する目的で使用されます。

このトピックの内容 :

l 「エンドポイント資格情報マネージャー」(539ページ)
l 「ALMまたはJIRA資格情報の設定 (エンドポイント資格情報マネージャー)」(540ペー
ジ)

l 「SiteMinderシングルサインオン (SSO)によるALMへの接続」(541ページ)
l 「ALMまたはJIRAの資格情報とプロキシの定義」(541ページ)
l 「ALM Octaneの資格情報およびプロキシの変更」(541ページ)

エンドポイント資格情報マネージャー

WindowsまたはGUIをサポートするLinuxコンピューターの場合、 Integration Bridgeのイ
ンストール後に、エンドポイント資格情報マネージャーアプリケーションが自動的に開きま
す。このアプリケーションは、ALMまたはJIRA資格情報の管理に使用されます。

注:

資格情報は、ALM OctaneとALMまたはJIRAの間でエンティティを同期する前に

設定し、後でこの資格情報に変更があった場合に、設定を修正する必要があ

ります。
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エンドポイント資格情報マネージャーアプリケーションが自動的に開かない場合や、後で
再び資格情報を変更する必要がある場合 :

Windowsの場合:エンドポイント資格情報マネージャーアプリケーションは、 Integration
Bridgeとともにインストールされます。Windowsでこのアプリケーションを見つけ、手動で
実行します。

Linuxの場合: <ブリッジのインストールディレクトリ>/product/util/opbディレクトリに移動
します。

l システムがGUIをサポートする場合、次のスクリプトを実行して、アプリケーションを手動
で開きます。credentials_mng_ui.sh

l それ以外の場合、次のスクリプトを実行し、コンソールを使用して資格情報を変更し
ます。credentials_mng_console.sh

ALMまたはJIRA資格情報の設定 (エンドポイント資格情報マネー
ジャー)

Windowsの場合 : この手順は、 Integration Bridgeの実行権限を持つユーザーと
して実行します。

Linuxの場合 : この手順は、rootユーザーまたはIntegration Bridgeをインス
トールしたユーザーとして実行します。

GUIをサポートしないLinuxマシンを使用する場合、コマンドラインインターフェイス (CLI)
を使用してALMまたはJIRAの資格情報を設定します。

1. Integration Bridgeマシン上で、上記の説明に従ってエンドポイント資格情報マネー
ジャーアプリケーションを開きます。

2. [New (新規)]をクリックして、一連の資格情報を作成します。

3. 右側に資格情報を入力した後、 [Save (保存)] をクリックします。

フィールド 説明

Display name (表示
名 )

ALM Octaneでのリンクの設定時に、この特定の資格情
報レコードを識別するために使用する名前。

User (ユーザー) ALMまたはJIRAに接続するユーザーの名前。

Password (パスワー
ド )

ALMまたはJIRAに接続するために使用するパスワード。

Confirm password
(パスワードの確認 )

パスワードを再入力して確認します。

資格情報は暗号化されて、システムの<Bridgeインストールディレクトリ
>\product\confフォルダーにあるcredentialsStore.xmlおよびbridgeCredentialStore.xml
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ファイルに格納されます (Linuxシステムでは、パスのバックスラッシュをスラッシュに置き換
えます)。

l 資格情報レコードを更新するには、対象のレコードを選択して、右側で変更しま
す。 [Save (保存)]をクリックします。

l 資格情報レコードを削除するには、対象のレコードを選択して、 [Delete (削除)]を
クリックします。

SiteMinderシングルサインオン (SSO)によるALMへの接続

SiteMinderシングルサインオン (SSO)を使用してIntegration BridgeをALMに接続する
必要がある場合、次の手順を実行します。

l 基本認証をサポートするようにSiteMinderを設定します。

l SiteMinder設定でCSSCheckingパラメーターを変更して、URLで文字 >、<、 'を使
用可能にすることが必要な場合があります。その処理を行わない場合、
ALM Octane Synchronizerによって送信される通信メッセージがSiteMinderで拒否さ
れ、同期が失敗する可能性があります。

ALMまたはJIRAの資格情報とプロキシの定義

CLIを使用してALMまたはJIRAの資格情報を設定または変更することもできます。

標準設定では、 Integration BridgeとALMまたはJIRAとの間の接続ではプロキシによる
認証は行われません。プロキシを設定するには、「ドメイン接続用プロキシの設定」(549
ページ)を参照してください。

ALMOctaneの資格情報およびプロキシの変更

ALM Octaneの資格情報は、標準設定で設定されています。

Integration Bridgeを最初にダウンロードしたときに定義した値から変更がある場合、こ
れらの資格情報を変更します。詳細については、次を参照してください。

l 「ALM Octane資格情報の設定」(550ページ)
l 「ALM Octane接続用プロキシの設定」(552ページ)
参照情報 : 「Integration Bridgeセキュリティ」(535ページ)

ALMまたはJIRAの資格情報の設定 (CLI)
credentials_mng_consoleコマンドラインツールを使用して、ALMまたはJIRAへの接続に
使用される資格情報を設定します。

資格情報は、ALM OctaneとALMまたはJIRAとの間でエンティティを同期する前に設定
する必要があります。また、後でこの資格情報に変更があったときにも設定する必要が
あります。
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注:別の方法として、エンドポイント資格情報マネージャーを使用して資格情報

を設定することもできます。詳細については、「接続セットアップの管理」(539ペー

ジ)を参照してください。

credentials_mng_consoleコマンドラインツールを開くには:

Windowsの場合

管理者またはIntegration Bridgeの実行
権限を持つユーザーとして、次の手順を
実行します。

Linuxの場合

rootユーザーまたはIntegration Bridgeをイ
ンストールしたユーザーとして、次の手順を
実行します。

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>\product\util\opbディレクトリを開き
ます。

2. credentials_mng_console.batファイ
ルを実行します。

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>/product/util/opbディレクトリに移動
します。

2. credentials_mng_console.shファイル
を実行します。

credentials_mng_consoleツールは、次のコマンドをサポートしています。

「list」 「listEndpointTypes」 「listCredentialIds」

「listEndpointTypeParams」 「create」 「update」

「delete」 「help」

list

Integration BridgeからALMまたはJIRAへの接続に利用可能な資格情報レコードを一
覧表示します。

使用法

credentials_mng_console list –endpoint <エンドポイントタイプ>

パラメーター

-endpoint <エンドポイントタ

イプ>
ALMまたはJIRAバージョンなどのエンドポイントタイプ名で
す (オプション)。

このタイプ名は、「listEndpointTypes」 コマンドで利用可
能な値である必要があります。
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サンプル結果

======================

Endpoint type : sample-endpoint-type-alm

ID : 9460b7

Name : sample credentials record

User : sample username

Password : ******

Parameters :

Key | Value

-----------

sample.secret.property | ******

sample.url.property | 123

listEndpointTypes

ALMまたはJIRAバージョンなど、 Integration Bridgeにアクセスできる、利用可能なALM
またはJIRAのエンドポイントタイプを一覧表示します。エンドポイントは、タイプ名でフィル
ター処理できます。

使用法

credentials_mng_console listEndpointTypes –endpoint <エンドポイントタイプ>

パラメーター

-endpoint <エンドポイントタイプ> エンドポイントタイプ名 (オプション)

サンプル結果

Endpoint types :

1. alm
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listCredentialIds

ALMまたはJIRAの資格情報レコード IDと、各資格情報 IDに関連するALMまたはJIRA
のエンドポイントタイプをすべて一覧表示します。

使用法

credentials_mng_console listCredentialIds –endpoint <エンドポイントタイプ>

パラメーター

-endpoint <エンドポイントタ

イプ>
ALMまたはJIRAバージョンなどのエンドポイントタイプ名で
す (オプション)。

このタイプ名は、「listEndpointTypes」 コマンドで利用可
能な値である必要があります。

サンプル結果

Endpoint type : alm

Name | ID :

1. sample credentials record name | 11e7

====================

Endpoint type : sample-endpoint-type-alm

Name | ID :

1. sample credentials record name | 21e0

2. sample credentials record #2 name | 7e0

Endpoint type : alm

Name | ID :

1. sample credentials record name | 11e7

====================

Endpoint type : sample-endpoint-type-alm

Name | ID :

1. sample credentials record name | 21e0

2. sample credentials record #2 name | 7e0
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listEndpointTypeParams

資格情報の保存に必要なパラメーターをALMまたはJIRAのエンドポイントタイプごとに
一覧表示します。

使用法

credentials_mng_console listEndpointTypeParams –endpoint <エンドポイントタイプ>

パラメーター

-endpoint <エンドポイントタ

イプ>
ALMまたはJIRAバージョンなどのエンドポイントタイプ名で
す (オプション)。

このタイプ名は、「listEndpointTypes」 コマンドで利用可
能な値である必要があります。

サンプル結果

======================

Endpoint type : sample-endpoint-type-alm

Output format:

Parameter:

Label:

Description:

Mandatory:

--------------------------------------------

Endpoint type specific parameters:

Parameter: sample.url.property

Label: Server URL

Description: URL address for sample server

Mandatory: true

Parameter: sample.secret.property

Label: Secret key

Description: Secret key for sample server

Mandatory: false
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create

Integration BridgeからALMまたはJIRAにアクセスするための資格情報レコードを作成し
ます。

使用法

credentials_mng_console create –file <データファイルへのパス> –user <ユーザー> –pass <
パスワード> -endpoint <エンドポイントタイプ> -name <資格情報レコード名> -param <キー> <
値> –param <キー> <値>

使用例 -一般

credentials_mng_console create -user <ユーザー> -pass <パスワード> -endpoint
sample-endpoint-type-alm -name <資格情報名> -param sample.url.property <パラメー

ター値> -param sample.url.property <パラメーター値>

使用例 - ALMの場合

credentials_mng_console create -user <ユーザー> -pass <パスワード> -endpoint alm -
name <資格情報名>

パラメーター

-file <ファイル> プロパティファイルからパラメーターを読み取ります (オプショ
ン)。

コンソールで指定されたパラメーターは上書きされます。

-user <ユーザー> ユーザー名

ヒント : Linuxの場合 :

名前の非ASCII文字の前にはエスケープ文字 ('また

は \)を置きます。

-pass <パスワード> パスワード

-endpoint <エンドポイント

タイプ>
ALMまたはJIRAバージョンなどのエンドポイントタイプ名で
す。

このタイプ名は、「listEndpointTypes」 コマンドで利用可能
な値である必要があります。

-name <資格情報名> 資格情報レコード名
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-param <キー> <値> カスタムパラメーター (オプション)

-replace 既存のパラメーターをすべて入力パラメーターに置き換えま
す (オプション)

プロパティファイルは、資格情報のプロパティを記述するテキストファイルです。ファイルの
形式は次のとおりです。

endpoint=<エンドポイントタイプ>

name=<名前>

user=<ユーザー>

pass=<パスワード>

customParam1=value1

customParam2=value2

サンプル結果

endpoint=<エンドポイントタイプ>

name=<名前>

customParam1=value1

customParam2=value2

update

Integration BridgeからALMまたはJIRAにアクセスするための既存の資格情報レコードを
更新します。

使用法

credentials_mng_console update -user <ユーザー> -pass <パスワード> -credentialsId <
資格情報ID> -endpoint <エンドポイントタイプ> -param <キー> <値> –param <キー> <値> -
replace

使用例

credentials_mng_console update -user <ユーザー> -pass <パスワード> -credentialsId <
資格情報ID> -endpoint alm -replace
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パラメーター

-file <ファイル> プロパティファイルからパラメーターを読み取ります (オプショ
ン)。

コンソールで指定されたパラメーターは上書きされます。

-user <ユーザー> 新しいユーザー名

ヒント : Linuxの場合 :

名前の非ASCII文字の前にはエスケープ文字 ('また

は \)を置きます。

-pass <パスワード> 新しいパスワード

-credentialsId <資格

情報ID>
更新する資格情報レコードのID

-endpoint <エンドポイント

タイプ>
ALMまたはJIRAバージョンなどの新しいエンドポイント名で
す。

このタイプ名は、「listEndpointTypes」 コマンドで利用可能
な値である必要があります。

-param <キー> <値> カスタムパラメーター (オプション)

-replace 既存のパラメーターをすべて入力パラメーターに置き換えま
す (オプション)

delete

ALMまたはJIRAの資格情報レコードを削除します。

注:資格情報レコードからパラメーターを単独で削除することはできません。資格

情報レコード全体を削除することのみできます。

使用法

credentials_mng_console delete –endpoint <エンドポイントタイプ> -credentialsId <資格

情報ID>
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パラメーター

-endpoint <エンドポイントタ

イプ>
ALMまたはJIRAバージョンなどのエンドポイントタイプ名で
す。

このタイプ名は、「listEndpointTypes」 コマンドで利用可
能な値である必要があります。

-credentialId <資格情報

ID>
資格情報レコード ID

help

Integration Bridge用のALMまたはJIRAの資格情報の設定時に、現在のコマンドにつ
いてのヘルプを表示します。

使用法

credentials_mng_console help

ドメイン接続用プロキシの設定

Integration Bridgeで使用されるすべてのドメイン (ALMまたはJIRA、ルール拡張 )に対
してプロキシを設定できます。 Integration Bridgeとサードパーティのドメインシステムの間
の接続は、標準設定ではプロキシによる認証は行われません。プロキシを設定するに
は、次の手順を実行します。

注:

Windowsの場合 : この手順は、 Integration Bridgeの実行権限を持つユー
ザーとして実行します。

Linuxの場合 : この手順は、rootユーザーまたはIntegration Bridgeをイ
ンストールしたユーザーとして実行します。

1. <Integration Bridge installation directory>\product\domain\<alm, jira, or
business-rules-extension>\confフォルダーで、proxy.propertiesファイルを開きます
(Linuxでは、パスのスラッシュを逆向きにします)。

2. プロキシを使用するには、setProxyの値をtrueに変更します。

この値がfalseの場合、プロキシ設定は無視され、プロキシは使用されません。

3. プロキシホストとポートの値を設定するには、次の手順を実行します。

a. proxyHostの値をプロキシのIPアドレスまたはサーバー名に変更します。

b. proxyPortの値を、プロキシで使用するポートに変更します。
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proxyHostを指定した場合、proxyPortの値も指定してください。

例

setProxy=true

proxyHost=123.45.6.7

proxyPort=1234

proxyUser=

proxyPass=

4. プロキシで認証が必要な場合 :
a. proxyUserの値をプロキシのユーザー名に変更します。

b. proxyPassの値をプロキシのパスワードに変更します。

proxyUserの値を指定した場合、proxyPassの値も指定してください。

例

setProxy=true

proxyHost=123.45.6.7

proxyPort=1234

proxyUser=MyUserName

proxyPass=MyPassword

5. proxy.propertiesファイルを保存します。

6. Integration Bridgeを再起動します。詳細については、「Integration Bridgeの開始
と停止」(554ページ)を参照してください。

ヒント :認証が失敗した場合は、proxy.propertiesファイルの内容に構文エラーや

無効な値がないことを確認してください。

ALMOctane資格情報の設定

bridgeAuthenticationコマンドラインツールを使用して、ALM Octaneへの接続に使用さ
れる資格情報を設定します。

資格情報は、ALM Octaneによって生成されるクライアント IDとシークレットから構成され

ます。クライアント IDとシークレットを取得するには、 [設定 ] の [スペース] > [APIアクセス]
ページでIntegration Bridgeのエントリを追加します。このエントリにIntegration Bridge
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ロールを割り当てます。詳細については、『ALM Octaneユーザーガイド』の「APIアクセス
のセットアップ」(457ページ)を参照してください。

注: ALM Octaneシステムの共有スペース管理者でない場合は、管理者に

Integration Bridgeクライアントの追加および生成したクライアント IDとシークレット

の提供を依頼してください。

このツールは次の場合に使用します。

l Integration Bridgeを最初にインストールしたときに入力した資格情報と異なるものを
使用する場合。

l ブリッジがOAuth認証を使用してALM Octaneに接続するように、ブリッジを更新する
必要がある場合。これで、 Integration Bridgeブリッジは、ALM Octaneのユーザー資
格情報でなく、クライアント IDとシークレットを使用してALM Octaneに接続するように
なります。

bridgeAuthenticationコマンドラインツールを実行します。

Windowsの場合

管理者またはIntegration Bridgeの実行
権限を持つユーザーとして、次の手順を
実行します。

Linuxの場合

rootユーザーまたはIntegration Bridgeをイ
ンストールしたユーザーとして、次の手順を
実行します。

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>\product\util\opbディレクトリを開き
ます。

2. bridgeAuthentication.batファイルを
実行します。

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>/product/util/opbディレクトリに移動
します。

2. bridgeAuthentication.shファイルを実
行します。

bridgeAuthenticationツールは、次のコマンドをサポートしています。

「setAuth」(551ページ) 「help」(552ページ)

setAuth

Integration BridgeからALM Octaneに接続するための資格情報を設定します。

使用法

bridgeAuthentication setAuth -clientId <クライアントID> -secret <シークレット>
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パラメーター

-clientId <クライアントID> ALM Octaneへの接続時に使用するクライアント
ID。

-secret <シークレット> ALM Octaneに接続しようとしているクライアントの
シークレット。

help

Integration Bridge用のALM Octane資格情報の設定時に、現在のコマンドについての
ヘルプを表示します。

使用法

bridgeAuthentication help

ALMOctane接続用プロキシの設定

proxyConfigurationコマンドラインツールを使用して、プロキシサーバーを介してALM
Octaneにアクセスするための資格情報を設定します。

Windowsの場合

管理者またはIntegration Bridgeの実行
権限を持つユーザーとして、次の手順を
実行します。

Linuxの場合

rootユーザーまたはIntegration Bridgeをイ
ンストールしたユーザーとして、次の手順を
実行します。

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>\product\util\opbディレクトリを開き
ます。

2. proxyConfiguration.batファイルを実
行します。

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>/product/util/opbディレクトリに移動
します。

2. proxyConfiguration.shファイルを実
行します。

注:

l プロキシサーバー資格情報を設定するのは、 Integration Bridgeを最初にイン

ストールした時点から資格情報に変更があった場合のみです。

l 変更後には、必ずIntegration Bridgeを再起動します。詳細については、

「Integration Bridgeの開始と停止」(554ページ)を参照してください。

proxyConfigurationツールは、次のコマンドをサポートしています。

「setAddress」 「removeProxyConfiguration 」

ALMOctaneユーザーガイド

同期

ALM Octane (12.55.17) 552 / 628ページ



「setAuth」 「removeAuth」

「help」(554ページ)

setAddress

プロキシサーバーを介してALM Octaneにアクセスするためのホストとポートを設定します。

使用法

proxyConfiguration setAddress -host <プロキシホスト> -port <プロキシポート>

パラメーター

-host <プロキシホスト> プロキシサーバーのホストのアドレス。

-port <プロキシポート> プロキシサーバーのポート番号。

removeProxyConfiguration

プロキシサーバーを介さずにALM OctaneにアクセスするようにIntegration Bridgeを設定
します。

使用法

proxyConfiguration removeProxyConfiguration

setAuth

プロキシサーバーを介してALM Octaneにアクセスする場合に、プロキシサーバーに接続
するための資格情報を保存します。

使用法

proxyConfiguration setAuth -user <ユーザー> -pass <パスワード>

パラメーター

-user <ユーザー名> プロキシサーバーに接続するユーザーの名前。

-pass <パスワード> プロキシサーバーに接続するユーザーのパスワー
ド。
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removeAuth

以前にプロキシサーバーを介したALM Octaneへの接続に使用された一連の資格情報
を削除します。

使用法

proxyConfiguration removeAuth

help

プロキシサーバーを介したALM Octaneへのアクセスの設定時に、現在のコマンドについ
てのヘルプを表示します。

使用法

proxyConfiguration help

ALM Octane Synchronizerのプロキシサポート

ALM Octane Synchronizerは次のタイプのプロキシ認証をサポートします。

Integration Bridge と次の間 ALM Octane ALM

正方向 認証なし √ √

基本認証 √ √

逆方向 認証なし √ √

基本認証 x x

注: NTLM認証は、どのタイプのプロキシに対してもサポートされていません。

Integration Bridgeの開始と停止

Integration Bridgeサービスがインストールされている場合、 Integration Bridgeはシステ
ムの起動時に自動的に開始されます。

このトピックでは、ブリッジの起動を手動で管理する方法について説明します。

Windowsの場合 : この手順は、 Integration Bridgeの実行権限を持つユーザーと
して実行します。

Linuxの場合 : この手順は、rootユーザーまたはIntegration Bridgeをインス
トールしたユーザーとして実行します。
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注:

l Integration Bridgeサービスは、通常はIntegration Bridgeインストールの一部と

してインストールされますが、Linuxで非 rootユーザーとしてインストールを実行し

た場合は例外です。この場合、 Integration Bridgeサービスをrootユーザーとし

て手動でインストールする必要があります。

<ブリッジインストールディレクトリ>/product/bin/HPEIntegrationBridge.sh install

l ALM OctaneがALMやJIRAなどのオンプレミスアプリケーションと通信するには、

このブリッジが動作している必要があります。

l ALMプロジェクトをアップグレードした場合、ALMまたはJIRAとALM Octaneの
間のデータの同期を継続するために、アップグレード後に手動でブリッジを再起

動する必要があります。

Windowsにのみ関係するコマンド

ブリッジの開始 StartHPEIntegration Bridgeアプリケーションを検索または参
照して選択します。

ブリッジの停止 StopHPEIntegration Bridgeアプリケーションを検索または参
照して選択します。

Windowsサービスに
よるブリッジの管理

1. services.mscコマンドを実行します。

2. HPEIntegration Bridgeサービスを選択します。

3. 必要に応じて、サービスを停止または開始します。これに
より、ブリッジアプリケーションも開始および停止されます。

コマンドラインによるブリッジの管理

HPEIntegrationBridgeコマンドラインツールを使用します。

Windowsの場合 Linuxの場合

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>\product\binディレクトリを開きま
す。

2. HPEIntegrationBridge.batファイルを
実行します。

1. <ブリッジのインストールディレクトリ

>/product/binディレクトリに移動しま
す。

2. HPEIntegrationBridge.shファイルを実
行します。
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次のコマンドを使用します。

タスク コマンド

ブリッジの開始 HPEIntegrationBridge start

ブリッジの停止 HPEIntegrationBridge stop

ブリッジの再起動 HPEIntegrationBridge restart

Integration Bridgeサービスのインストール HPEIntegrationBridge install

Integration Bridgeサービスの削除 HPEIntegrationBridge remove

Integration Bridgeのアンインストール/削除

ブリッジが不要になった場合や、アップグレードの前には、ブリッジをアンインストールしま
す。

ブリッジが不要になった場合や、ブリッジを使用することがなくなった場合には、 [Link
Configuration (リンク設定 )]ナビゲーションツリーからブリッジを削除します。

ブリッジを完全にアンインストールするには

1. ALM Octaneの [統合 ] > [ Link Configuration (リンク設定)]ページで、左側にある
ナビゲーションツリーを展開します。

ブリッジのリンク上で同期が現在実行中でないことを確認します。

自動モードにある任意のリンクを右クリックし、 [Stop Automatic Mode (自動モードの

停止)]を選択します。ブリッジをアンインストールする前に、現在の任意の同期実行
の完了を待機します。

2. Integration Bridgeに関連するすべてのツール、フォルダー、ファイル (エンドポイント資
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格情報マネージャーなど)を閉じます。

3. 次の操作を実行します。

タスク 説明

ブリッジのアンインス
トール

Windowsの場合: [スタート ] メニューオプションを使用するか、
Windowsコントロールパネルから、Windows管理者ユー
ザーとしてIntegration Bridgeをアンインストールします。

Linuxの場合: rootユーザーとして、<Integration Bridgeイ
ンストールディレクトリ>/installディレクトリに移動し、hpe-
integration-bridge-uninstallスクリプトを実行します。

注: rootユーザーとしてアンインストールを実行するこ

とにより、 Integration Bridgeアプリケーションと

Integration Bridgeサービスの両方を完全に削除す

ることができます。

関連する資格情報も削除する場合は、アンインストール
処理で、 [Remove credentials (資格情報の削除)]を選択
します。標準設定では、資格情報は保持され、今後のイ
ンストールで使用できます。
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タスク 説明

ALM Octaneユー
ザーインターフェイス
からのブリッジの削
除 (オプション)

ALM Octane:
a. ブリッジにリンクが設定されていないことを確認します。

既存のリンクが存在する場合、次のように削除します。

ツリーでリンクを選択して、 [More Actions (その他のアク

ション)] > [Remove (削除)]を選択します。

注意: ALM Octane Synchronizerから削除したリ

ンクは、復元できません。リンクのデータをエンドポ

イント間で同期する必要がなくなった場合にの

み、そのリンクを削除してください。

b. ブリッジ名を選択して、コンテキストメニューから
[Remove Bridge (ブリッジの削除)]を選択するか、 [More
Actions (その他のアクション)] > [Remove (削除)]を選択
します。

注意:ブリッジを復元する意図がない場合にの

み、ユーザーインターフェイスからブリッジを削除し

ます。

ALM Octane Synchronizerから削除したブリッジ

は、まだアンインストールしていない場合でも復

元できません。

Integration Bridgeをアンインストールすると、server-connection.confファイルでカスタマイ
ズしたプロパティは削除されます。server-connection.confファイルの情報は、server-
connection.bakファイルにバックアップされます。

ブリッジをアップグレードまたは移動するためにアンインストールするには

1. ALM Octaneの [統合 ] > [ Link Configuration (リンク設定)]ページで、左側にある
ナビゲーションツリーを展開します。

ブリッジのリンク上で同期が現在実行中でないことを確認します。

自動モードにある任意のリンクを右クリックし、 [Stop Automatic Mode (自動モードの

停止)]を選択します。ブリッジをアンインストールする前に、現在の任意の同期実行
の完了を待機します。

2. Integration Bridgeに関連するすべてのツール、フォルダー、ファイル (エンドポイント資
格情報マネージャーなど)を閉じます。
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3. Windowsの場合: [スタート ] メニューオプションを使用するか、Windowsコントロールパ
ネルから、Windows管理者ユーザーとしてIntegration Bridgeをアンインストールしま
す。

Linuxの場合: rootユーザーとして、<Integration Bridgeインストールディレクトリ

>/installディレクトリに移動し、hpe-integration-bridge-uninstallスクリプトを実行しま
す。

注: rootユーザーとしてアンインストールを実行することにより、 Integration
BridgeアプリケーションとIntegration Bridgeサービスの両方を完全に削除す

ることができます。

アンインストールウィザードでは、 [Remove credentials (資格情報の削除)]を選択し
ないでください。アップグレードされたバージョンをインストールする場合、既存の資格
情報を使用できます。

server-connection.confファイルでカスタマイズしたプロパティは削除されます。server-
connection.confファイルの情報は、server-connection.bakファイルにバックアップされま
す。アップグレードされたバージョンをインストールする場合、このファイルを使用します。

詳細については、「Integration Bridgeのアップグレード」(559ページ)を参照してくださ
い。

Integration Bridgeのアップグレード

ALM Octaneの新規バージョンにIntegration Bridgeの新規バージョンが含まれている場
合は、既存のブリッジが自動的に検出され、アップグレードされます。

このトピックの内容 :

l 「自動アップグレードプロセス」(559ページ)
l 「同じサーバー上での手動アップグレード」(560ページ)
l 「手動によるアップグレードと新しい場所へのインストール」(561ページ)

自動アップグレードプロセス

ユーザーの介入なしに、次のプロセスが実行されます。

l 既存のブリッジが無効にされます。

l 新しいバージョンのIntegration Bridgeがダウンロードされ、検証されます。

l 新しいブリッジが既存のブリッジの代わりにインストールされ、有効にされます。以前の
設定とセキュリティ証明書は保持されます。

電子メール通知は、アップグレードの最初と最後に送信されます。アップグレード通知
は、ブリッジの [通知 ]タブ ([統合] > [Synchronizer]設定ページ)で指定した
Synchronizer管理者ユーザーに送信されます。詳細については、『ALM Octane
Synchronization Guide』を参照してください。
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どちらのアップグレード方法でも、設定済みのエンドポイント資格情報は保持されます。

手動アップグレードを実行する際、既知の証明機関によって署名されていない証明書
を使用して、 Integration BridgeがALM Octane、ALMまたはJIRAと通信する場合、ブ
リッジのアップグレード後に証明書を再インストールする必要があります。詳細について
は、「既知の証明機関によって署名されていない証明書を使用した接続」(536ページ)
を参照してください。

同じサーバー上での手動アップグレード

何らかの理由で手動によるアップグレードが必要な場合は、以下の手順によって、アッ
プグレードしたブリッジが現在のブリッジとして登録されます。

1. Integration Bridgeをアンインストールします。詳細については、「Integration Bridge
のアンインストール/削除」(556ページ)を参照してください。アンインストールウィザー
ドでは、 [Remove credentials (資格情報の削除)]を選択しないでください。

2. [統合 ] > [ Link Configuration (リンク設定)]ページから、 Integration Bridgeの新し
いバージョンをダウンロードします。

[More Actions (その他のアクション)] > [Download Integration Bridge (統合ブリッジ
のダウンロード )]を選択して、使用するオペレーティングシステム用のダウンロードファ
イルを選択します。

3. ダウンロードしたzipファイル (hpe-integration-bridge-windows.zipまたはhpe-
integration-bridge-linux.zip)を新しいフォルダーに解凍します。

4. 前のインストールから新しいインストールに値をコピーします。次の操作を実行しま
す。

a. 前のバージョンのインストールディレクトリで、 \product\conf\server-
connection.bakファイルにアクセスします (Linuxシステムでは、パスのバックスラッ
シュをスラッシュに置き換えます)。

ヒント :標準設定では、インストールディレクトリは、C:\Program
Files\HPE\HPE Integration Bridge (Windows)または/root/HPE/HPE
Integration Bridge (Linux)です。

b. 同時に開いたウィンドウで、 Integration Bridgeの新しいバージョンとともにダウン
ロードされるserver-connection.confファイルを参照して、編集用に開きます。

c. 前のインストールファイルからagent.guidプロパティとその値をコピーして、新しい
ファイルに付加します。新しいファイルを保存します。

5. 新しくダウンロードされるhpe-integration-bridge.exe (Windows)またはhpe-
integration-bridge.bin (Linux)を実行して、インストールを開始します。

インストール中に、前のバージョンで使用したインストールフォルダーを選択します。

詳細については、「Integration Bridgeのダウンロードとインストール」(530ページ)を
参照してください。
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手動によるアップグレードと新しい場所へのインストール

以下の手順では、アップグレードしたIntegration Bridgeを、前のバージョンと同じサー
バー上の新しいディレクトリか、まったく新しいマシン上にインストールします。

1. Integration Bridgeをアンインストールします。詳細については、「Integration Bridge
のアンインストール/削除」(556ページ)を参照してください。アンインストールウィザー
ドでは、 [Remove credentials (資格情報の削除)]を選択しないでください。

2. [統合 ] > [ Link Configuration (リンク設定)]ページから、 Integration Bridgeの新し
いバージョンをダウンロードします。

[More Actions (その他のアクション)] > [Download Integration Bridge (統合ブリッジ
のダウンロード )]を選択して、使用するオペレーティングシステム用のダウンロードファ
イルを選択します。

3. ダウンロードしたzipファイル (hpe-integration-bridge-windows.zipまたはhpe-
integration-bridge-linux.zip)を新しいフォルダーに解凍します。

4. 前のインストールから新しいインストールにファイルと値をコピーします。次の操作を実
行します。

a. 新しいバージョンをインストールするディレクトリに、product\confというフォルダー
構造を作成します。

b. 前のバージョンのインストールディレクトリから、前の手順で作成したconfディレク
トリに、次のファイルをコピーします。

o credentialsStore.xml
o key.bin

c. 前のバージョンのインストールディレクトリで、 \product\conf\server-
connection.bakファイルにアクセスします (Linuxシステムでは、パスのバックスラッ
シュをスラッシュに置き換えます)。

ヒント :標準設定では、インストールディレクトリは、C:\Program
Files\HPE\HPE Integration Bridge (Windows)または/root/HPE/HPE
Integration Bridge (Linux)です。

d. 同時に開いたウィンドウで、 Integration Bridgeの新しいバージョンとともにダウン
ロードされるserver-connection.confファイルを参照して、編集用に開きます。

e. 前のインストールファイルからagent.guidプロパティとその値をコピーして、新しい
ファイルに付加します。新しいファイルを保存します。

5. hpe-integration-bridge.exe (Windows)またはhpe-integration-bridge.bin (Linux)
を実行して、インストールを開始します。

インストール中に、新しいバージョンをインストールするディレクトリを選択します。

詳細については、「Integration Bridgeのダウンロードとインストール」(530ページ)を
参照してください。
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Integration Bridgeのトラブルシューティング

このトピックでは、次の各シナリオを取り上げます。

l 「インストール後にブリッジが認識されない」(562ページ)
l 「ALM Octaneでブリッジ名が赤字で表示される」(563ページ)
l 「ブリッジを停止してから開始しても、 Integration Bridgeがオフラインのままである」
(563ページ)

l 「ALM Octaneでブリッジの接続ステータスが不明として表示される」(563ページ)
l 「ブリッジがALM、ALM OctaneまたはJIRAにログインできない」(563ページ)
l 「「403」または「承認例外」エラーが発生する」(563ページ)
l 「(Linux) Integration Bridgeのインストールプロセスで、古いものが残っていることが推
定される」(563ページ)

l 「同期中に次のエラーが発生する: 「Missing required field (必須フィールドが存在し
ません)」」(564ページ)

l 「Integration BridgeがALM Octaneへの接続に使用するURLの変更方法を教えてく
ださい。」(564ページ)

l 「オンプレミス: Integration Bridgeエージェントのダウンロードが20分後に失敗する」
(565ページ)

インストール後にブリッジが認識されない

インストールが完了した後に、ブリッジがALM Octaneの [統合 ] > [Synchronizer]または

[Link Configuration (リンク設定)]ページに表示されない場合、 [更新 ]をクリックする
か、ブラウザーのページを更新します。

l それでもブリッジが表示されない場合は、ブリッジが実行されていることを確認してくだ
さい。詳細については、「Integration Bridgeの開始と停止」(554ページ)を参照してく
ださい。

Integration Bridgeサービスは、ブリッジの起動を数回試行します。成功しなかった場
合、アプリケーションがシャットダウンして、サービスが停止します。

l ブリッジが起動しない場合、<インストールフォルダー

>\product\log\controller\wrapper.logファイルのDrmi.server.portの値が利用可能な
ポートに設定されているかどうかを確認します。

l Integration Bridgeサービスがブリッジの起動を試行したときに、定義されているポート
が別のアプリケーションで使用中の場合、次のエラーがログファイルに出力されます。

wrapperログファイル内 java.rmi.server.ExportException: Port already in use:
<ポート>

controllerログファイル
内

java.rmi.NotBoundException: ControllerAPI
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ALM Octaneでブリッジ名が赤字で表示される

Integration Bridgeがダウンしている。ALM Octaneで、ブリッジ名をクリックして、ブリッジが
サーバーにアクセスした最終時刻を確認します。

ブリッジを停止してから開始しても、Integration Bridgeがオフラインのままである

ALM Octaneでブリッジの接続ステータスが [Offline]と表示される場合は、ブリッジを再
起動してみてください。詳細については、「Integration Bridgeの開始と停止」(554ペー
ジ)を参照してください。

ALM Octaneでブリッジの接続ステータスが不明として表示される

Integration Bridgeログフォルダー (<ブリッジインストールディレクトリ

>\product\log\controller)にある次のログファイルをチェックしてください。

l controller.log
l wrapper.log
さらに、<ブリッジインストールディレクトリ>\product\log\<エンドポイントタイプ名> ディレクトリに
ある <エンドポイントタイプ名>.logファイルをチェックします。

ブリッジがALM、ALM OctaneまたはJIRAにログインできない

エンドポイント用に定義された接続セットアップをチェックしてください。

l エンドポイント用に定義された資格情報をチェックします。

l 関連する場合、プロキシ設定をチェックします。

l ALMまたはJIRAがログインにHTTPSを要求するように設定されている場合、HTTPS
を使用してALMまたはJIRAに接続するようにブリッジを設定します。

詳細については、「接続セットアップの管理」(539ページ)および「Integration Bridgeセ
キュリティ」(535ページ)を参照してください。

「403」または「承認例外」エラーが発生する

Integration BridgeからALM OctaneにアクセスしているユーザーがIntegration Bridge
ロールで定義されていません。

ALM Octane設定領域 ([サイト ] > [ユーザー])で、このユーザーのロールを変更します。

注:セキュリティ上の理由から、 Integration Bridgeユーザーにはその他のロールを

割り当てないようにします。

(Linux) Integration Bridgeのインストールプロセスで、古いものが残っていることが
推定される

問題: Integration Bridgeをアンインストールした後で、次にブリッジをインストールしようと
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すると、表示される標準設定の名前から、ブリッジがすでに存在することが推定されま
す。

原因:非 rootユーザーでアンインストールを実行した可能性があります。

解決策:

l 表示される既存のブリッジは無視して、新しいブリッジをインストールします。

l Integration Bridgeサービスのインストールで残された初期化スクリプトを見つけて削除
します。

同期中に次のエラーが発生する: 「Missing required field (必須フィールドが存在
しません)」
問題:同期実行中に、一部のエンティティの同期が失敗します。これらのエラーは、必
須フィールドが存在しないことを示します。ただし、 [Link Configuration (リンク設定 )]
ページには、マッピングされていない必須フィールドはありません。

原因:

ALMまたはJIRAで現在必須のフィールドがマッピングされていないか、値を含まないALM
Octaneフィールドにマッピングされています。

l 問題のフィールドは、リンクまたはエンティティの作成後に、ALMで必須としてマークさ
れた可能性があります。

l 該当するフィールドは、他のフィールドに特定の値が含まれている場合にのみ、ALM
またはJIRAで必須になる可能性があります。

解決策:

そのフィールドを値を含むALM Octaneフィールドにマッピングするか、ALM Octaneで関連
するフィールドに手動で値を入力します。

Integration BridgeがALM Octaneへの接続に使用するURLの変更方法を教えて
ください。

Integration BridgeがALM Octaneへの接続に使用するURLは、 Integration Bridgeを
使用してALM Octaneからダウンロードされます。ほとんどの場合、このURLを変更する
必要はありません。

使用しているALM OctaneのURLが変更された場合、またはシステム管理者が同期の
処理に別のALM Octaneノードを指定した場合、次の手順を実行します。

1. <Integration Bridgeのインストールフォルダー>\product\confフォルダー (Linuxの場
合、スラッシュを反転 )に移動します。

2. server-connection.confファイルを編集用に開きます。

3. server.base.urlプロパティを新しいURLで更新します。

フォーマット : http(s)://<サーバーのホスト名またはIPアドレス>:<ポート番号>/opb
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ヒント : Integration Bridgeで使用するALM Octaneにログインできる場合、ロ

グインしてアドレスバーからURLを使用します。先頭から/opbまでのURLを使

用します。残りは無視します。

4. ブリッジを再起動します。

オンプレミス: Integration Bridgeエージェントのダウンロードが20分後に失敗する

Integration Bridgeエージェントのダウンロードが20分後に停止して、zipアーカイブが破
損するときは、接続が遅すぎてパッケージ全体をダウンロードできないために、ダウンロー
ドがキャンセルされています。

その場合は、エージェントのダウンロード時間を標準設定の20分から適切な時間に増
やす必要があります。これを行うには、<sync_install_dir>/webapps/sync/WEB-INF/に
あるweb.xmlファイルを編集し、downloadMaxRequestMsを変更します。時間はミリ秒
単位であることに注意してください。

値を変更したら、Synchronizerサービスを再起動します。

DevOpsの統合
本項では、DevOpsをALM Octaneと統合する手順について説明します。

トピック 説明

「CIサーバーのセットアップ」
(565ページ)

ALM OctaneとJenkinsやTeamCityなどのCIサー
バーとの間の接続をセットアップする方法。

「SCMシステムのセットアップ」
(576ページ)

SCM関連機能をカスタマイズする方法。

「テスト割り当てルールの作成
と管理」(579ページ)

フィルター条件を使用して、自動テストをアプリケー
ションモジュールとテスト所有者に自動的に割り当て
るルールをセットアップする方法。

「すべてのビルドの失敗の分
類ルールの管理 (テクニカルプ
レビュー)」(581ページ)

ビルドログのメッセージをビルドの失敗の分類に変換
するルールをセットアップする方法。

CIサーバーのセットアップ
このトピックでは、ALM OctaneとJenkinsやTeamCityなどのCIサーバーとの間の接続を
セットアップする方法について説明します。これは、ALM Octaneでパイプラインを使用し
たり、ALM OctaneをUFTと統合したりするための基礎となります。
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注意: ALM Octaneのアクセス許可メカニズムは、CIサーバーのアクセス許可メカニ

ズムとは同期されません。

そのため、ALM Octaneのユーザーは、アクセス許可メカニズムが同期されていれ

ばアクセスが許可されないようなCIサーバーからの情報にアクセスできる場合があ

ります。たとえば、ログファイルやスタックトレースなどです。

参照情報 :

l 「パイプライン: CIサーバーとSCMシステムの統合」(167ページ)
l 「UFT統合のセットアップ」(583ページ)

DevOps管理者の権限が必要です。

このトピックの内容 :

l 「前提条件 : APIアクセスの取得とCIサーバーがサポートされていることの確認」(566
ページ)

l 「ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストール」(567ページ)
l 「ALM OctaneへのCIサーバーの追加」(567ページ)
l 「使用するCIサーバーの管理」(567ページ)

前提条件 : APIアクセスの取得とCIサーバーがサポートされて
いることの確認

l APIアクセスの取得:共有スペース管理者に、APIアクセスのクライアント IDとクライアント
シークレットの取得を依頼します。プラグインは、この情報を、ALM Octaneと通信する
際の認証に使用します。

共有スペース管理者は、クライアント IDとクライアントシークレットをALM Octaneの設
定で取得できます。アクセスキーは、関連するすべてのワークスペースで、CI/CD統合

ロールに関連付ける必要があります。詳細については、「APIアクセスのセットアップ」
(457ページ)を参照してください。

l 必要な要件を満たしているCIサーバーへのアクセスの取得: ALM Octane CIプラグインでサ
ポートされているCIサーバーについては、「CIサーバー」(60ページ)を参照してください。

ALM Octane統合を行うためにJenkinsサーバーにインストールする必要があるプラグ
イン、およびALM Octane統合でサポートされているが必須ではないプラグインの一覧
については、HPE Application Automation Tools wikiページを参照してください。
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ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストール

ALM OctaneとCIサーバーの統合を可能にするプラグインのダウンロード、インストール、
および設定を行います。

このプラグインによってALM Octaneは、CIサーバーのビルドパイプラインを取得および表
示し、テスト実行結果をCIサーバーと同期し、CIサーバー上のパイプライン実行をトリ
ガーすることが可能になります。

Jenkins、TeamCity、Bamboo、およびTFS用のプラグインはオンラインで入手できます。
Jenkinsの場合、この機能はHPE Application Automation Toolsプラグインに含まれて
います。

その他のCIサーバーについては、GitHubで入手可能なCI Plugin SDK for ALM Octane
を使用して、Javaで専用のプラグインを作成してください。

詳細については、「ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストールと設定」(569
ページ)を参照してください。

ALM OctaneへのCIサーバーの追加

ALM OctaneをCIサーバーと統合するには、サーバーとそのURLをALM Octaneに追加す
る必要があります。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [CIサーバー]を選択します。

3. CIサーバーを追加するには [+]をクリックして、サーバーの名前を入力します。

4. CIサーバーのリストから、URLを選択します。

このリストには、次の条件を満たすすべてのサーバーが表示されます。

l サーバーにALM Octane CIプラグインがインストールされ、ALM Octaneにアクセス
するように設定されている。

l 現在のワークスペースで、プラグインが使用するAPIアクセスキーにCI/CD統合ロー
ルが割り当てられている。

次に、CIサーバー上で実行するパイプラインを反映するパイプラインをALM Octaneで作
成できます。

使用するCIサーバーの管理

CIサーバーのリストでは、CIサーバーの追加または削除、各サーバーに関する情報の表
示、ALM OctaneとCIサーバー間の接続の中断または再開を行うことができます。

CIサーバーのリストを開く

このリストには、サーバーのステータス、タイプ、URLなどに関する情報が表示されます。
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1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [CIサーバー]を選択します。

リストには、ALM Octane CIプラグインがALM Octaneにアクセスするようにセットアップ
されているすべてのサーバーが表示されます。

3. 表示するカラムを選択します。たとえば、各サーバーごとに、次のような内容を表示
できます。

l サーバーが現在接続中かどうか。

l CIサーバータイプ。

l サーバーにインストールされているプラグインのバージョン、またはプラグインの開発
に使用されたSDKバージョン。

お使いのプラグインは常に最新の状態にして、最新の機能強化や機能がすべ
て利用できるようにしてください。

JenkinsからALMOctaneへのデータ転送の中断および再開

ALM Octaneへの情報の送信を停止するように選択したCIサーバーを設定します。これ
には、パイプライン実行、テスト実行、SCMコミット、およびコードカバレッジデータなどの
情報が含まれます。

中断は、次のような場合に役立ちます。

l CIサーバーがメンテナンス中なので、試験データをALM Octaneに送信されないように
する場合。

l CIサーバーで予期しない動作の調査を行っていて、サーバーを隔離する必要がある
場合。

l CIサーバーとALM Octaneの間のネットワークがメンテナンスのために切断される予定
で、その間にCIサーバーが過負荷になるのを抑制する場合。

CIサーバーとALM Octane間の接続を中断または再開するには、次の手順を実行しま
す。

CIサーバーを選択し、 [CIサーバーのALM Octaneへの入力を中断 ] ボタンをクリックしま
す。

注:中断はすぐに実行されますが、ALM Octaneのボタンに変更が反映されるの

に時間がかかることがあります。

CIサーバーを選択し、 [CIサーバーのALM Octaneへの入力を再開 ]ボタンをクリックして、CI
サーバーをALM Octaneに再度接続します。
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次のステップ
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
l 「パイプラインの実行と分析」(190ページ)
l 「SCMシステムのセットアップ」(576ページ)
l 「テスト割り当てルールの作成と管理」(579ページ)
l 「ALM Octaneからの自動テストの実行」(299ページ)

ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストールと設
定

ALM Octane用にCIサーバーを初めてセットアップする場合は、CIサーバーに
ALM Octane CIプラグインをインストールして、ALM Octaneと接続するように設定しま
す。

Jenkins、TeamCity、Bamboo、およびTFS用のプラグインはオンラインで入手できます。
Jenkinsの場合、この機能はHPE Application Automation Toolsプラグインに含まれて
います。

l 「プラグインの概要」(569ページ)
l 「前提条件」(569ページ)
l 「ALM Octane CIプラグインのインストール」(571ページ)
l 「ALM Octane CIプラグインでのALM Octaneアクセスの設定」(572ページ)
l 「既存のCIサーバーの新しいアドレスへの移動」(575ページ)
l 「ALM Octane CI JenkinsプラグインからHPE Application Automation Toolsプラグイ
ンへのアップグレード」(576ページ)

プラグインの概要

このプラグインにより、ALM OctaneとCIサーバーの統合が可能になります。このプラグイン
には次のような機能があります。

l CIサーバー上で実行されるビルドパイプラインを取得および表示する

l CIサーバー上でのパイプライン実行をトリガーする

l CIサーバーから、ビルド実行結果、テスト実行結果、およびコミット情報を取得する

l Jenkins CIサーバーからコードカバレッジレポートを取得する

l Jenkins CIサーバーでのUFTテスト実行をトリガーする

前提条件

DevOps管理者の権限が必要です。
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l APIアクセスの取得:共有スペース管理者に、APIアクセスのクライアント IDとクライアント
シークレットの取得を依頼します。プラグインは、この情報を、ALM Octaneと通信する
際の認証に使用します。

共有スペース管理者は、クライアント IDとクライアントシークレットをALM Octaneの設
定で取得できます。アクセスキーは、関連するすべてのワークスペースで、CI/CD統合

ロールに関連付ける必要があります。詳細については、「APIアクセスのセットアップ」
(457ページ)を参照してください。

l 必要な要件を満たしているCIサーバーへのアクセスの取得: ALM Octane CIプラグインでサ
ポートされているCIサーバーについては、「CIサーバー」(60ページ)を参照してください。

ALM Octane統合を行うためにJenkinsサーバーにインストールする必要があるプラグ
イン、およびALM Octane統合でサポートされているが必須ではないプラグインの一覧
については、HPE Application Automation Tools wikiページを参照してください。

l SaaS: CIサーバーがALM Octaneと通信できるようにするには、サーバーがインターネッ
トにアクセス可能であることを確認してください。

インターネット接続にプロキシが必要な場合は、必要なプロキシ設定をセットアップし
てください。

たとえば、Jenkins CIサーバーの場合は、[Manage Jenkins] > [Manage Plugins] >
[Advanced]に移動し、必要なHTTPプロキシ設定の詳細を定義します。

l Jenkins、Bamboo、およびTFSの場合は、ALM Octaneがサーバー上でジョブを実行
するのに使用するCIサーバーユーザーまたはTFS個人用アクセストークン (PAT)を指
定します。

CIサーバーユーザーまたはTFS PATには、以下の権限が必要です。

Bamboo: Build plan

Jenkins (パイプラインを使
用する場合 ):

Job Build

Jenkins (パイプラインなし
でALM OctaneとUFTを統
合する場合 ):

Job Create、Delete、およびRead
Gitリポジトリで資格情報が必要な場合は、
Credentials createおよびupdateの権限も必要です。

TFS: 次の読み取り権限 : Build、Code、Project and
team、Test management
次の実行権限 : Build

注意: このユーザーの権限は、統合に必要な最小限の権限に制限することを

強くお勧めします。
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ALM Octane CIプラグインのインストール

インターネットから関連するプラグインをダウンロードし、CIサーバーにインストールします。
次のいずれかを行います。

Jenkins Jenkinsサーバーのユーザーインターフェイスで、プラグイン管理領域
を開き、プラグインをアップロードします。

1. [Manage Jenkins] (左側 )をクリックします。

2. [Manage Plugins]をクリックし、 [Advanced]タブを選択して
[Upload Plugin]まで下方向にスクロールします。

3. ダウンロードしたプラグインファイルを参照し、 [Upload]をクリックし
ます。

4. インストールが完了し、実行中のジョブがなくなったら、Jenkins
を再起動するオプションを選択します。

TeamCity TeamCityサーバーのユーザーインターフェイスで、プラグイン管理領
域を開き、プラグインをアップロードします。

1. [Administration] > [Plugins List]に移動し、 [Upload plugin
zip]をクリックします。

2. ダウンロードしたプラグインファイルを参照し、 [Upload]をクリックし
ます。

3. TeamCityサーバーを再起動します。

Bamboo Bambooサーバーのユーザーインターフェイスで、アドオン管理領域を
開き、プラグインをアップロードします。

1. [Administration]歯車ボタンをクリックし、メニューから [Add-ons]
を選択します。

2. [Pause server]をクリックして新しいアドオンのインストール中に
サーバーを一時停止し、現在実行中のビルドに悪影響が生じ
ないようにします。

3. [Upload add-on]をクリックし、ダウンロードしたプラグインファイル
を参照して、 [Upload]をクリックします。

4. ページ上部の [Resume server]をクリックします。

TFS TFSマシン上でダウンロードしたMSIを実行し、プラグインをインストー
ルします。

ALM Octaneにアクセスするようにプラグインを設定する前に、次のように、プラグインのイ
ンストールを完了しておく必要があります。
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Jenkinsおよび

TeamCity
CIサーバーの再起動が完了するのを待機します。

Bamboo CIサーバーのユーザーインターフェイスページを更新します。

TFS 次のTFS Windowsサービスを再開します: Visual Studio
Team Foundation Background Job Agent

注:

l インストール後にプラグインを有効化または無効化する場合は、お使いのCI
サーバー (Jenkins、TeamCity、Bamboo)を再起動する必要があります。

l TFSプラグインを更新または再インストールする場合は、最初にTFSの
Windowsサービス: Visual Studio Team Foundation Background Job Agentを
停止する必要があります。プラグインを更新したら、サービスを再開します。

ALM Octane CIプラグインでのALMOctaneアクセスの設定

ALM Octane CIプラグインをCIサーバーにインストールしたら、プラグインでALM Octaneに
アクセスする設定を行います。

ヒント :プラグインのインストール後、プラグインの設定を行う前に、CIサーバーが再

起動するのを待機するか (JenkinsまたはTeamCity)、アドオン管理ページを更新

するか (Bamboo)、またはCIサーバーを再起動 (TFS)するようにしてください。
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1. プラグインの設定領域を開きます。次のいずれかを行います。

Jenkins Jenkinsサーバーのユーザーインターフェイスで、次の手順で、
ALM Octane CIプラグインの設定領域に移動します。

a. [Manage Jenkins] (左側 )をクリックします。

b. [Configure System]をクリックします。

c. 下方向にスクロールし、ALM Octane CIの設定領域を表示
します。

TeamCity TeamCityサーバーのユーザーインターフェイスで、次の手順で、
ALM Octane CIプラグインの設定領域に移動します。

a. [Administration]に移動します。

b. [Server Administration]で、 [ALM Octane CI Plugin]をクリッ
クします。

Bamboo Bambooサーバーのユーザーインターフェイスで、次の手順で、
ALM Octane CIプラグインの設定領域に移動します。

a. [Administration]歯車ボタンをクリックし、メニューから [Add-
ons]を選択します。

b. 左側のペインで、COMMUNICATIONの下のALM Octane
CI Pluginをクリックします。

TFS TFSマシンで、次の手順で、プラグインのコンソールにアクセスし
ます。

a. http://localhost:4567に移動します。

b. [Configuration]をクリックします。

詳細については、プラグインの readme:
https://github.com/MicroFocus/octane-tfs-plugin#configure-
the-setupを参照してください。

2. 次の内容を入力します。
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場所 ALM OctaneサーバーのURL。完全修飾ドメイン名 (FQDN)を
使用します。

次の形式で指定します (ポート番号はオプション):
http://<ALM Octaneホスト名/IPアドレス> {:<ポート番号>}/ui/?p=<ス
ペースID>

例:

このURLで、スペースIDが1002の場合 :
http://myServer.myCompany.com:8081/ui/?p=1002

ヒント : ALM Octaneを開いているブラウザーのアドレスバー

からURLをコピーできます。

クライアント ID プラグインがALM Octaneへの接続で使用するAPIアクセスクライ
アント IDです。詳細については、前述の前提条件を参照してく
ださい。

クライアント
シークレット

プラグインがALM Octaneへの接続で使用するクライアントシーク
レットです。詳細については、前述の前提条件を参照してくだ
さい。

Jenkinsユー
ザー /
Bambooユー
ザー

ALM Octaneの要求でジョブを実行するCIサーバーユーザーアカ
ウントです。

このオプションは、JenkinsとBambooでのみ使用できます。

注意:

l CIサーバーに存在するユーザーを指定してください。

l Bambooでは、ユーザーを指定する必要があります。

Jenkinsでは、Jenkinsユーザーを指定しない場合、

ALM OctaneはAnonymousを使用します。この場合、

権限はAnonymousの権限に限定されます。

TFSの場所お
よびTFS PAT

プラグインがTFSにアクセスするのに使用するHTTPアドレスと個
人用アクセストークン (PAT)。このPATに必要な権限は、上記
で指定されています。

これらのオプションは、TFSでのみ使用できます。

3. [Test Connection]をクリックして設定を検証し、変更を保存します。
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既存のCIサーバーの新しいアドレスへの移動

BambooまたはTeamCityのCIサーバーを新しい場所に移動してプラグインを再インス
トールする場合は、CIサーバーとパイプラインをALM Octaneで作り直す必要がありま
す。

JenkinsまたはTFSで、サーバーを移動してプラグインを再インストールする場合は、既
存のパイプラインを継続して使用するようにプラグインの設定を調整できます。

JenkinsまたはTFSプラグインでのALMOctaneの既存パイプラインを使用
するための設定

1. 最初に使用されていたプラグインのインスタンスIDを取得して、ALM OctaneでCI
サーバーをセットアップします。

a. ALM Octaneの [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択しま
す。

b. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [CIサーバー]を選択します。

c. グリッドで [インスタンスID]カラムを見つけ、CIサーバーのインスタンスIDをコピーしま
す。

2. JenkinsまたはTFSで、元のインスタンスIDを使用するように新しいプラグインを更新
します。

Jenkins Jenkinsサーバーのユーザーインターフェイスで、次の手順を実行
します。

a. 左側のペインの [Manage Plugins]をクリックします。

b. [Configure System]をクリックします。

c. 下方向にスクロールし、ALM Octane CIの設定領域を表示
します。

d. [Show plugin instance ID]をクリックします。

e. [Instance ID]ボックスに、前にALM Octaneからコピーしたイ
ンスタンスIDを入力します。

TFS a. TFSサーバーで、http://localhost:4567に移動して、プラグイ
ンのコンソールにアクセスします。

b. [Configuration]をクリックします。

c. [Instance ID]ボックスに、前にALM Octaneからコピーしたイ
ンスタンスIDを入力します。

詳細については、プラグインの readme:
https://github.com/MicroFocus/octane-tfs-plugin#configure-
the-setupを参照してください。
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ALM Octane CI JenkinsプラグインからHPEApplication Automation
Toolsプラグインへのアップグレード

HPE Application Automation Toolsプラグインには、現在、ALM Octane CI Jenkinsプ
ラグインの機能と、プラグインの最新の改良が含まれています。

ALM Octane CIプラグインからHPE Application Automation Toolsプラグ
インにアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Jenkinsで、左側のペインの [Manage Plugins]をクリックします。

2. [Installed]タブを選択し、ALM Octane CIプラグインをアンインストールします。

3. Jenkinsを再起動します。

4. HPE Application Automation Tools wikiページで、プラグインの最新バージョンへの
リンクをクリックし、プラグインをダウンロードして、Jenkinsサーバーにインストールしま
す。

5. Jenkinsを再起動します。

6. 「ALM Octane CIプラグインでのALM Octaneアクセスの設定」(572ページ)
7. 「JenkinsまたはTFSプラグインでのALM Octaneの既存パイプラインを使用するため

の設定」(575ページ)

次のステップ
l 「ALM OctaneへのCIサーバーの追加」(567ページ)
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)または「UFT統合のセットアップ」(583
ページ)

SCMシステムのセットアップ
CIサーバーがGitまたはSubversion (SVN)などのソースコントロール管理 (SCM)システ
ムと連携するようにセットアップされている場合、ALM Octaneでコミットされた変更を追
跡できます。「ソースコード管理 (SCM)の統合」(450ページ)も合わせて参照してくださ
い。

本項では、SCM関連機能をカスタマイズする方法について説明します。

DevOps管理者の権限が必要です。

このトピックの内容:

l 「リポジトリビューアーへのリンクの有効化 (GitまたはSVNのみ)」(577ページ)
l 「コミットメッセージパターンのカスタマイズ」(578ページ)
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リポジトリビューアーへのリンクの有効化 (GitまたはSVNのみ)
変更されたファイルのリストに表示される各ファイルに対して、ALM Octaneはリポジトリ
ビューアーのファイルビューと差異ビューへのリンクを作成できます。これを有効にするに
は、HTTPリンクのテンプレートを設定します。

この機能は、HTTPリンクのテンプレートにファイルパスとリビジョンが含まれるリポジトリ
ビューアーで利用できます。

リポジトリビューアーへのリンクのテンプレートを設定するには、次の手順を
実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックし、CIサーバーとの統合がセットアップされているワー
クスペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [SCMリポジトリ]を選択します。

このページには、CIサーバーと統合されるGitおよびSVNリポジトリが表示されます。

注: リポジトリが表示されるのは、パイプライン実行にそのリポジトリへのコミット

が含まれている場合のみです。

3. 各リポジトリ (グリッドの各行 )に対して、以下を入力します。

• ファイルリンクテンプレート :選択したファイルのファイルビューへのHTTPリンクのテンプ
レート。

• 差異リンクテンプレート :選択したファイルバージョンの差異ビューへのHTTPリンクのテ
ンプレート。

これらのテンプレートには、プレースホルダー{filePath}および{revision}を含める必要
があります。ALM Octaneは、リンクの作成時に、これらを該当するファイルパスとリビ
ジョンに置き換えます。

例

l BitBucketリポジトリビューアーにリンクする場合は、次のようなテンプレートを使用
します。

o ファイルリンクテンプレート : myServer:myPort/myRepository/browse/
{filePath}?until={revision}&at={revision}

o 差異リンクテンプレート : myServer:myPort/myRepository/diff/{filePath}?until=
{revision}&at={revision}

l GitHubリポジトリビューアーにリンクする場合は、次のようなテンプレートを使用しま
す。

o ファイルリンクテンプレート :
https://github.com/myGithubUser/myGithubRepoName/blob/{revision}/
{filePath}
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o 差異リンクテンプレート :
https://github.com/myGithugUser/myGithubRepoName/commit/{revision}/
{filePath}

例: nodejs/nodeリポジトリを使用していた場合、テンプレートは次のように

なります。

https://github.com/nodejs/node/blob/{revision}/{filePath}

https://github.com/nodejs/node/commit/{revision}/{filePath}

コミットメッセージパターンのカスタマイズ

コミットメッセージパターンでは、コミットメッセージに含める文字列を定義し、これらを
ALM Octaneのストーリーに関連付けます。

標準設定のコミットメッセージパターンを変更するには、次の手順で、
Javaの正規表現を用いて新しいパターンを定義します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックし、CIサーバーとの統合がセットアップされているワー
クスペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [コミットパターン]を選択します。

3. コミットをALM Octaneのストーリータイプ (ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具
合 )に関連付けるのに使用する [コミットメッセージパターン]を定義します。

既存の [コミットメッセージパターン]を変更するか、 [+]をクリックして新しいパターンを追
加します。Javaの正規表現を使用して、ストーリーIDを含む1つのキャプチャグルー
プを含むパターンを作成します。キャプチャグループの詳細については、
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/groups.htmlを参照してく
ださい。

たとえば、標準設定パターン defect\s*#(\d+)は、文字列defect<任意の数のスペース

>#<不具合ID>を表します。

パターンでは大文字と小文字は区別されません。

4. ツールバーの [コミットパターンの検証 ] をクリックしてパターンをテストし、パターンが想
定している文字列に一致することを確認します。

[コミットパターンの検証 ]ダイアログボックスに、試験用のコミットメッセージまたはメッ
セージの一部を入力します。 [検証 ]をクリックして、コミットパターンによってこのコメン
トに関連付けられるストーリーを確認します。

このステップを繰り返して、定義したすべてのパターンをテストします。
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例:次のコミットメッセージには、文字列user story #4が含まれています。その

ため、ユーザーストーリーのパターンと一致します。

5. SCMユーザーに、コミットメッセージが従うべきパターンについて周知します。

参照情報 :
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)
l 「ロールの割り当て」(387ページ)
l 「テスト割り当てルールの作成と管理」(579ページ)
l 「ソースコントロール管理システムにコミットされた変更の追跡」(218ページ)

テスト割り当てルールの作成と管理
テスト割り当てルールは、フィルター条件を使用して、自動テストをアプリケーションモ
ジュールとテスト所有者に自動的に割り当てます。これにより、ALM Octaneは自動化
サーバーやその他のソースから収集した自動テスト実行結果を、プロダクトの品質分析
に組み込むことができます。

このトピックでは、ALM Octaneの設定領域でのテスト割り当てルールの管理について説
明します。 DevOps管理者の権限が必要です。
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[テスト ]タブでのテスト割り当てルールの管理の詳細については、「自動テストを割り当て
るルールの作成」(159ページ)を参照してください。

このトピックの内容 :

l 「テスト割り当てルールの作成」(580ページ)
l 「テスト割り当てルールの実行」(581ページ)
l 「テスト割り当てルールの管理」(581ページ)

テスト割り当てルールの作成

各ルールでは、テストをアプリケーションモジュール、テスト所有者、またはその両方に割り
当てることができます。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [テスト割り当てルール]を選択しま
す。

3. [+]をクリックしてルールを追加します。

4. ルールに意味のある名前を付けます。たとえば、EndToEndTestsなどです。

5. 自動テストの割り当て先となるアプリケーションモジュールを選択します。

6. テストに割り当てるテスト所有者を選択します。

7. [フィルターの追加 ]をクリックして、次のフィールドの値に基づく条件を追加します: クラ
ス名、コンポーネント、名前、パッケージ。

フィルターには複合条件を指定できます。また、ワイルドカードとして '*'を使用する
こともできます。必要に応じて、 [フィルターの追加 ]ボタンを複数回クリックして、複数
の項目をフィルターに追加します。

例:

l 名前 次の値に等しいEndtoEnd*

l コンポーネント 次の値に等しくない *Internal

ルールが自動テストに選択した値を割り当てるためには、すべての条件が満たされ
る必要があります。

8. ルールによるアプリケーションモジュールやテスト所有者の割り当てを、これらのフィー
ルドにすでに値が存在する場合にも行うか、これらのフィールドが空の場合にのみ
行うかを選択します。

9. ルールを編集する際には、ルールを保存したときに変更される既存のテストの数が
表示されます。

[保存 ]をクリックします。このルールは、フィルターに一致する現在および将来のすべ
てのテストに影響します。これには、現在システムに存在するテストと、今後パイプラ
インで検出される新しい自動テストが含まれます。
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テスト割り当てルールの実行

テスト割り当てルールは、次のタイミングで自動的に実行されます。

l ルールを保存したとき。

l 新しい自動テストが検出されたとき。

注:ルールを手動で実行することはできません。

テスト割り当てルールの管理

ALM Octaneのグリッド内の他のエンティティと同様に、ルールは編集、ソート、フィル
ター、グループ化、削除、およびエクスポートを行うことができます。

例 :

一部のテストの割り当てが正しく行われない原因を調べる場合に、ルールのフィルターで
プロパティに基づいてルールのグループ化やソートを行います。その後、ルールのプロパティ
とテストのプロパティを比較します。

参照情報 :
l 「アプリケーションモジュールの使用方法」(155ページ)
l 「品質管理」(153ページ)
l 「CIサーバーのセットアップ」(565ページ)

すべてのビルドの失敗の分類ルールの管理 (テクニカ
ルプレビュー)
Jenkinsビルドのログメッセージをビルドの失敗の分類にマッピングするルールを作成しま
す。ALM Octaneは、これらのルールを使用してビルドログを分析し、ビルドの失敗を自
動的に分類します。

本項では、DevOps管理者がビルドの失敗の分類ルールを管理する方法について説
明します。その他のユーザーは、ビルドの失敗を分析する際に、パイプライン実行内で
分類ルールを作成できます。詳細については、「ビルドの失敗を自動的に分類するため
のルールの作成 (テクニカルプレビュー)」(215ページ)を参照してください。

このトピックの内容 :

l 「ルールの管理に関するベストプラクティス」(582ページ)
l 「ビルドの失敗の分類ルールの作成」(582ページ)
l 「すでに使用中のルールの変更」(583ページ)
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ルールの管理に関するベストプラクティス

ルールの作成は、パイプライン実行の [失敗分析 ]タブで行うのが最も便利です。ビルド
ログを開き、特定のメッセージに基づいてルールを作成できます。

[設定 ]では、既存のルールの編集や、不要なルールの削除を行うことができます。

[設定 ]にアクセスするには、次の手順を実行します。

1. [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [ログ分類ルール]を選択します。

ここでの目標は、パイプライン実行に関連するログメッセージおよびビルドの失敗の分類
の大半をカバーする少数のルールを作成することです。

ビルドの失敗の分類ルールの作成

1. 上記の手順に従って、 [設定 ]で [ログ分類ルール]を開きます。

2. [+]をクリックしてルールを追加します。

3. ルールには、Null pointerなどの意味のわかる名前を付けます。

4. 特定のビルドの失敗の分類にマッピングするログ行を識別するパターンを入力しま
す。

*をワイルドカードとして使用し、特殊文字の前には\を付けます。

例 : *NullPointerException*
5. パターンに一致するログ行に割り当てる分類を選択します。

例 : コードの問題

ヒント :使用可能なラベルのリストに分類ラベルを追加するには、パイプライン

実行の [失敗分析 ]タブに移動します。 [失敗したビルド ]で、 [ビルドの失敗の

分類 ] ボタンをクリックします。

6. [OK]をクリックします。

このルールは、ALM Octaneが失敗したビルドのJenkinsビルドログを受け取ったとき
に適用されます。

パターンに一致するログ行には、指定された分類でラベル付けされます。1つの行が
複数のルールと一致する場合は、最後に更新されたルールに基づいて分類されま
す。

関連するビルドには、ログ内でマッピングされた最初の分類で自動的にラベル付け
されます。
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すでに使用中のルールの変更

使用中のルールを変更するとどうなるか

ルールの分類を変更した場合、このルールによってすでに割り当てられているログ行に新
しい分類のラベルが付きます。

これは前のビルドのログファイルに影響しますが、既存のビルドの分類には影響しませ
ん。ルールの変更は、将来のビルドの分類にのみ影響します。

使用中のルールを削除するとどうなるか

ビルドのログ行に分類を割り当て済みのルールを削除すると、その分類はすべてのログ
ファイルから削除されますが、割り当てられたビルドには残ります。

参照情報 :
l 「ビルドの失敗の分類」(215ページ)
l 「パイプライン実行の失敗の分析」(199ページ)

テストの統合
本項では、テストツールをALM Octaneと統合する手順について説明します。

トピック 説明

「UFT統合のセットアッ
プ」(583ページ)

JenkinsとGitを介してALM OctaneとUFTを統合する方法。
この統合をセットアップすると、ユーザーはJenkinsやGitを意
識することなく、UFTとALM Octaneを直接操作することがで
きます。

「セキュリティテストの統
合のセットアップ (テクニ
カルプレビュー)」(590
ページ)

ALM OctaneとFortify on Demandを統合することで、セキュ
リティテストを開発サイクルに組み込む方法。

UFT統合のセットアップ
ここでは、JenkinsとGitを介してUFTとALM Octaneを統合する方法について説明しま
す。この統合をセットアップすると、ユーザーはJenkinsやGitを意識することなく、UFTと
ALM Octaneを直接操作することができます。

ALM Octaneには、GitリポジトリからUFTのテストが実行可能な自動テストとして反映さ
れます。これらのUFTテストをテストスイートに取り込んで実行することができます。
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DevOps管理者の権限が必要です。

このトピックの内容 :

l 「ALM Octane-UFT統合フロー」(584ページ)
l 「統合をセットアップする前に」(585ページ)
l 「Jenkinsで、ALM Octaneとの接続をセットアップする」(586ページ)
l 「ALM Octaneで、Jenkins CIサーバーを追加する」(586ページ)
l 「ALM Octaneでテストツール接続を作成する」(586ページ)
l 「バックログモジュールとアプリケーションモジュールにテストを割り当てる」(587ページ)
l 「JenkinsでUFTテスト実行をトリガーできるようにJenkinsとUFTをセットアップする」
(588ページ)

ALM Octane-UFT統合フロー

ALM Octaneを使用する場合は、UFTでテストとデータテーブルを作成および編集し、こ
れらをGitに保存します。ALM Octaneでテストを実行し、テストの結果を追跡します。

ALM Octane-UFT統合には、以下の内容が含まれます。

セットアップ:統合をセットアップするには、ALM Octaneの設定でCIサーバーとテストツール
の接続を作成します。この手順については、以下の各項で説明します。

ALM OctaneによるUFTテストおよびデータテーブルの検出: ALM Octaneにより、Gitに格納さ
れているGUIおよびAPIのUFTテストを表す自動テストエンティティが作成されます。

ALM Octaneは、リポジトリ内の変更を定期的にチェックします。

テストとALM Octaneのエンティティとの関連付け:テストをバックログモジュールとアプリケーショ
ンモジュールに関連付けます。これにより、ALM Octaneでテスト実行結果を使用して、
プロダクトとリリースの品質を追跡できます。

テストの実行:テストスイートにテストを取り込んで、ALM Octaneでテストスイートを計画し
て実行します。ALM Octaneは、CIサーバーを介してテスト実行をトリガーします。これら
のテストは、Jenkins実行ノードとして設定されたUFTマシン上で実行されます。

リリースおよびプロダクトの品質の分析:バックログ、品質、およびダッシュボードの各モジュー
ルで、全体データの一部としてUFTのテスト結果を追跡します。
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以下の図は、この統合のアーキテクチャーの概要を表したものです。

統合をセットアップする前に

テストとデータテーブルをGitリポジトリに格納するように、UFTをセットアップします。詳細に
ついては、ヘルプセンター: http://uft-https://admhelp.microfocus.com/uft/en/14.00/UFT_
Help/Content/User_Guide/UFT_SVN_Integration.htm を参照してください。

注:

l UFT-Git統合は、UFT 12.50以降でサポートされています。

l ALM OctaneでGit内のデータテーブルを見つけられるように、テストとは完全に

別のフォルダーにデータテーブルを格納します。

次の手順で、Gitを使用するように設定したJenkinsサーバーをセットアップします。

1. Jenkinsサーバーをインストールします。この統合用に完全なCIシステムを設定する
必要はありません。下記の領域のみを設定します。

ALM Octane CIプラグインでサポートされているCIサーバーについては、「CIサーバー」
(60ページ)を参照してください。

ALM Octane統合を行うためにJenkinsサーバーにインストールする必要があるプラグ
イン、およびALM Octane統合でサポートされているが必須ではないプラグインの一
覧については、HPE Application Automation Tools wikiページを参照してくださ
い。
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2. Jenkins Gitプラグイン (バージョン2.4.4以降 )をインストールして、Jenkins-Git統合
を作成します。

Jenkinsで、ALM Octaneとの接続をセットアップする

1. HPE Application Automation Toolsプラグイン (バージョン5.2以降 )をインストール
します。

このプラグインは、ALM Octane-Jenkins統合をサポートしています。これにより、
JenkinsでUFTテストを実行できるようになります。

2. ALM Octaneに接続するようにプラグインを設定します。詳細については、
「ALM Octane CIプラグインのCIサーバーへのインストールと設定」(569ページ)を参
照してください。

ヒント :プラグインを設定する前に、共有スペース管理者からAPIアクセスのク

ライアント IDとクライアントシークレットを入手します。詳細については、「APIア
クセスのセットアップ」(457ページ)を参照してください。

ALM Octaneでパイプラインを作成したり、Jenkinsでジョブを作成したりする必要はあり
ません。

ALM Octaneで、Jenkins CIサーバーを追加する

DevOps管理者の権限が必要です。

1. ALM Octaneの [設定 ] で、 [スペース]を選択して、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps] > [CIサーバー] タブを選択します。

3. CIサーバーを追加し、JenkinsサーバーのURLを選択します。

詳細については、「ALM OctaneへのCIサーバーの追加」(567ページ)を参照してくださ
い。

ALM Octaneでテストツール接続を作成する

1. ALM Octaneの [設定 ] で、 [スペース]を選択して、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps] > [テストツール] タブを選択します。

3. [+ 接続 ]をクリックします。

4. JenkinsサーバーのURLを選択します。

このリストには、次の条件を満たすすべてのサーバーが表示されます。

l サーバーにALM Octane CIプラグインがインストールされ、ALM Octaneにアクセス
するように設定されている。
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l 現在のワークスペースで、プラグインが使用するAPIアクセスキーにCI/CD統合ロー
ルが割り当てられている。

5. UFTのテストとデータテーブルを含むGitリポジトリを指定します。

6. リポジトリの認証詳細を指定します。

7. [接続テスト ]をクリックして、設定が正しいことを確認します。

8. [保存して接続 ]をクリックして、接続を完成させます。

ALM Octaneにより、Gitリポジトリに接続するJenkinsジョブが作成され、UFTテストと
データテーブルが検出されます。

ヒント : トラブルシューティングに必要な場合は、接続 IDに基づいてJenkinsサー

バー上でこのジョブを確認できます。

テストスクリプトとデータテーブルの内容は、UFTでのみ使用できます。

ALM Octaneの自動テストエンティティでは、次のフィールドが設定されます。

l テストツールタイプ = UFT
l テストタイプ = APIまたはUI
l 実行可能 =はい。これらのテストは、テストスイートに追加して、ALM Octaneから実
行できます。

ALM Octaneはリポジトリを定期的にチェックし、必要に応じてエンティティの更新を行い
ます。

l UFTで新しいテストを追加するか、既存のテストを変更すると、変更内容がALM
Octaneに反映されます。

l UFTからテストを削除しても、ALM Octaneの関連するテストは削除されませんが、実
行不可とマークされます。このため、テストとテストの履歴、実行、およびレポートはそ
のまま利用できます。

ALM Octaneの [テスト ]タブに期待したテストがすべて表示されない場合は、テストの一

覧を更新 してみてください。

バックログモジュールとアプリケーションモジュールにテストを割り
当てる

テストをバックログモジュールとアプリケーションモジュールに割り当てて、リリースおよびプロ
ダクトの品質の追跡にこれらのテストを追加します。たとえば、テストを実行する前に、テ
ストカバレッジの確認を行うことができます。詳細については、「アプリケーションモジュール
とバックログ項目へのテストの割り当て」(293ページ)を参照してください。
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JenkinsでUFTテスト実行をトリガーできるようにJenkinsと
UFTをセットアップする

本項では、JenkinsでUFTテストを実行できるようにするために、UFTマシンとJenkinsで
行う設定について説明します。

UFTでテストを実行できることを確認する

l UFTを開いたときに、テストに必要なすべてのアドインがロードされる必要があります。

l UFTマシンから、テスト対象のアプリケーションにアクセスできる必要があります。

リモート接続を切断した状態でテストを実行できるようにUFTを設定する

この設定は、実行ノードを使用してUFTテストを実行する場合に必要です。この設定
をしない場合、ALM Octaneによってトリガーされたテスト実行は、誰かが実行ノードに
直接またはリモートデスクトップ接続でログインするまで、Jenkins上で保留中のままになり
ます。

設定するには、次の手順を実行します。

1. UFTの [オプション]ダイアログボックスで、 [実行セッション]ペインを開きます ([ツール] >
[オプション] > [一般 ]タブ > [実行セッション] ノード )。

2. [RDP コンピュータからの切断後に UFT がGUI またはビジネスプロセステストの実行を継

続できるようにする]を選択します。

3. UFTマシンにログインできるユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。

JenkinsをUFTマシンに接続する

1. Jenkinsサーバーで、UFTマシンを実行ノードとして定義します。Jenkinsはこれらの
ノードを使用して、ALM OctaneでトリガーされるUFTテストを実行します。

実行ノードの名前に、文字列uftが含まれていることを確認します。

2. UFTマシンで、次の手順で、実行ノードをJenkinsサーバーに接続します。

ブラウザーでJenkinsサーバーのURLを開き、 [Manage Jenkins] > [Manage Node]に
移動します。

ノードを選択し、 [Launch]をクリックしてサーバーから実行ノードにエージェントプログ
ラムをダウンロードし、UFTマシンでエージェントプログラムを実行します。

詳細については、HPE Application Automation Tools wikiページの実行ノードに関す
る項を参照してください。

注: JenkinsサーバーがWindowsマシンにインストールされている場合は、実行

ノードを作成する代わりに、同じマシンにUFTをインストールできます。
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UFTのAPIテストを実行できるようにJenkinsをセットアップする

APIテストを実行するには、最初にテストを実行したときにUFTで生成されるScript.dll
ファイルとScript.pdbファイルをALM Octaneで利用できるようにする必要があります。

標準設定では、これらのファイルはGitに格納されません。

これらのファイルをALM Octaneで利用できるようにするには、次の手順を実行します。

1. UFTでAPIテストを実行して、これらのファイルを生成します。

2. テストフォルダーにある.gitignoreファイルで、次の2つの行の先頭に#を追加してコメ
ントアウトします。

/bin/Script.dll

/bin/Script.pdb

3. UFTからテストをプッシュし、これらのファイルをGitに格納します。

4. Script.dllファイルとScript.pdpファイルが、Gitリポジトリ内にあることを確認します。

ALMOctaneからUFTのテスト結果を開けるようにJenkinsをセットアップ
する

標準設定では、JenkinsのContent-Security-Policyヘッダーにより、UFTのテスト結果の
レポートをリモートから表示できなくなっています。

自動テストで、 [テストツールレポート ] ボタンを使用してALM OctaneからUFTのレポート
を開けるようにするには、CSPプロパティをクリアする必要があります。

次のいずれかの回避策を実行します。

l Jenkinsサーバーが再起動されるまで、このプロパティを一時的にクリアします。

Jenkinsで、[Manage Jenkins] > [Script Console]を開いて、以下を実行します。

System.setProperty("hudson.model.DirectoryBrowserSupport.CSP", "")

l 次の手順で、このプロパティを恒久的にクリアします。

JAVA_OPTSオプションを指定してJenkinsを実行し、次のオプションを追加します。

-Dhudson.model.DirectoryBrowserSupport.CSP=

次のステップ
l 「自動テストを割り当てるルールの作成」(159ページ)
l 「テストスイートの一部としてのUFTテストの実行」(300ページ)
l 「自動テスト実行結果の分析」(302ページ)
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セキュリティテストの統合のセットアップ (テクニカルプレ
ビュー)
このトピックでは、Fortify on Demandとの統合をセットアップし、開発サイクルにセキュリ
ティテストを組み込む方法について説明します。

DevOps管理者の権限が必要です。

このトピックの内容 :

l 「ALM OctaneとFortify on Demandとの統合の概要」(590ページ)
l 「前提条件 : Fortify on DemandおよびALM OctaneでJenkinsとの統合をセットアップ
する」(591ページ)

l 「ALM OctaneでFortify on Demandセキュリティツール接続を作成する」(592ページ)
l 「Fortify on Demand Uploadステップを含むパイプラインを作成する」(592ページ)
l 「設定オプション」(592ページ)

ALM OctaneとFortify on Demandとの統合の概要

Fortify on Demandとは
Fortify On Demandは、クラウドベースのアプリケーションセキュリティテストサービスです。ア
プリケーションのコードに対して静的コード分析を行い、コードに潜むセキュリティ上の脆
弱性に関する評価を行います。

ALMOctaneとFortify on Demandを統合する理由

ALM OctaneとFortify on Demandを統合して、開発サイクルにセキュリティテストを組み
込みます。

l コードに持ち込まれたセキュリティ上の脆弱性をすばやく見つけて修正します。

l 開発者の意識を高め、開発者がコードに脆弱性を持ち込まないように促します。

この統合が機能する仕組み

開発サイクルの中で、Fortify on Demand Uoloadステップを含むパイプラインをJenkins
上で定期的に実行します。このステップによりアプリケーションのコードがFortify On
Demandにアップロードされると、コードのセキュリティ評価が開始されます。

パイプライン実行が正常に終了すると、ALM OctaneはFortify on Demandサーバーに
対してポーリングを行います。セキュリティ評価が完了すると、ALM Octaneは新たに発
見された脆弱性を取得し、パイプライン実行に表示します。
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ユーザーは脆弱性を確認した後に、関連する不具合を作成してコードで修正を行う
か、問題を破棄してクローズすることができます。詳細については、「セキュリティの脆弱
性の追跡 (テクニカルプレビュー)」(232ページ)を参照してください。

プライバシーに関する重要な注意: Fortify on Demandのデータに個人識別情報

(PII)が含まれている場合は、システム管理者に問い合わせて、Fortify on
DemandのデータファームとALM Octaneサーバーの地理的な場所を確認してくだ

さい。これらの地理的な場所が異なる場合は、最高情報セキュリティ責任者ま

たはプライバシーオフィスに、この統合がそれぞれの地域の法規制に準拠してい

ることを確認してください。

前提条件 : Fortify on DemandおよびALM OctaneでJenkins
との統合をセットアップする

ALM Octaneは、パイプラインでJenkinsジョブを実行して、アプリケーションのコードを
Fortify on Demandにアップロードした後に、セキュリティ評価結果を収集します。

最初に、JenkinsでFortify on Demandとの統合をセットアップし、ALM Octaneで
Jenkinsとの統合をセットアップします。

1. Fortify On Demandのアカウントをセットアップします。詳細については、
https://software.microfocus.com/en-us/software/fortify-on-demandを参照してく
ださい。

Fortify on Demandでコードを評価するアプリケーションを定義します。

ALM Octaneと統合する前に、コードの最初のセキュリティ評価を手動で行い、セ
キュリティの専門家による監査を受けておくことをお勧めします。

APIを使用してFortify On Demandサーバーにアクセスするのに必要なURLとAPI
キーを取得します。これらのAPIキーでは、脆弱性の読み取りが可能である必要が
あります。

2. Fortify on DemandにコードをアップロードするようにJenkinsをセットアップします。

a. JenkinsサーバーにFortify On Demand Uploaderプラグインをインストールして設
定します。

b. アプリケーションのコードをFortify on Demandにアップロードして評価するため、
JenkinsでFortify on Demand Uploadステップを作成します。ビルドステップ情報
(BSI)フィールドで、Fortify on Demandのアカウントでアプリケーションを定義する
のに使用したアプリケーションとリリースを設定します。

詳細については、
https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Fortify+On+Demand+Uploader+Plugin
を参照してください。

3. ALM OctaneとJenkinsサーバーとの統合をセットアップします。詳細については、「CI
サーバーのセットアップ」(565ページ)を参照してください。
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ALM OctaneでFortify on Demandセキュリティツール接続を
作成する

DevOps設定ページで、セキュリティツールとしてFortify On Demandを追加し、ALM
OctaneでFortify On Demandサーバーから評価結果を取得できるようにします。

1. ALM Octaneの [設定 ] で、 [スペース]を選択して、ワークスペースを選択します。

2. [DevOps] > [セキュリティツール] タブを選択します。

3. [+ 接続 ]をクリックします。

4. 接続の名前を指定し、セキュリティツール (Fortify On Demand)を選択します。

5. Fortify on DemandサーバーのURLと、サーバーへのアクセスに必要なAPIキーを入
力します。

6. [接続テスト ]をクリックして、設定が正しいことを確認します。

7. [追加 ]をクリックして、セキュリティツールをリストに追加します。

パイプラインのステップでコードをFortify On Demandにアップロードして評価した後、
ALM Octaneはこの接続情報を使用してFortify On Demandに接続し、評価結果
を取得します。

Fortify on Demand Uploadステップを含むパイプラインを作成
する

ALM Octaneで、以前に作成したFortify On Demand Jenkins Uploadステップを含むパ
イプラインを作成します。

1. [パイプライン] > [パイプライン]ページで、新しいパイプラインを追加します。

2. Fortify on Demand Uploadジョブまたはそのジョブを含むフローのルートを選択しま
す。

3. [タイプ]フィールドで、 [セキュリティ]を選択します。

4. [このパイプラインにはFortify on Demandジョブが含まれる]オプションを選択します。

5. Jenkins Fortify on Demand Uploadステップを設定する際に使用したアプリケーショ

ンとリリースを入力します。この情報に基づいて、Fortify on Demandによるコードス
キャンの対象となるアプリケーションが識別されます。

このパイプラインが正常に実行されたら、ALM OctaneはFortify on Demandサーバーに
対してポーリングを行い、評価結果が取得されるのを待ちます。

設定オプション

標準設定では、ALM OctaneはFortify On Demandを2分おきに48時間チェックして、ス
キャンが完了したかどうかを確認します。脆弱性の数が100を超える場合、ALM
Octaneは何も取得しません。

これらの制限はすべて、次の設定パラメーターを使用して設定できます。
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l FORTIFY_POLLING_TIMEOUT_HOURS
l FORTIFY_POLLING_DELAY_MINUTES
l FORTIFY_UPPER_LIMIT_OF_ISSUES
詳細については、「設定パラメーター」(338ページ)を参照してください。

参照情報 :
l 「パイプラインの作成と設定」(178ページ)
l 「セキュリティの脆弱性の追跡 (テクニカルプレビュー)」(232ページ)

ChatOpsの統合
本項では、ChatOpsアプリケーションをALM Octaneと統合する手順について説明しま
す。

トピック 説明

「Slackのセット
アップ」(593
ページ)

Slackをセットアップすることで、バックログ項目またはパイプライン実
行の失敗に関するステークホルダーによるコラボレーションとコミュニ
ケーションを可能にする方法について説明します。

Slackのセットアップ
Slackと統合することにより、バックログ項目やパイプライン実行の失敗に関するすべての
ステークホルダー間でのコラボレーションやコミュニケーションが可能になります。

このトピックの内容:

l 「概要」(593ページ)
l 「Slackとの統合の設定」(594ページ)
l 「ALM Octane用のSlackアプリケーションの作成 (オンプレミスのみ)」(595ページ)

概要

Slackとの統合をセットアップする場合は、ALM OctaneのワークスペースをSlackのワーク
スペースに追加します。これにより、ユーザーはALM Octaneの項目からSlackのチャンネ
ルを開いて意見交換を行うことができます。詳細については、「項目のステークホルダー
とのコラボレーション」(80ページ)を参照してください。

SlackのチャンネルでALM Octaneのデータを公開するように統合を設定した場合、バッ
クログ項目の情報がSlackのチャンネルに送信されます。

注: ALM Octaneのワークスペースを追加できるSlackのワークスペースは1つだけで
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す。

ALM Octaneのワークスペースごとに異なるSlackワークスペースを使用することをお

勧めします。

Slackとの統合の設定

ALM OctaneのワークスペースユーザーがSlackでコラボレーションを行えるようにするに
は、ALM OctaneでSlackをコラボレーションツールとして定義し、ALM Octaneのワークス
ペースをSlackのワークスペースに追加します。

DevOps管理者の権限が必要です。

1. 前提条件-オンプレミス: ALM Octaneで使用するSlackアプリケーションを作成します。
詳細については、「ALM Octane用のSlackアプリケーションの作成 (オンプレミスの
み)」(595ページ)を参照してください。

2. ALM Octaneの [設定 ] で、 [スペース]をクリックして、ワークスペースを選択します。

3. [DevOps]タブをクリックします。ペインの左側で、 [コラボレーションツール]を選択しま
す。

4. [+]をクリックして、Slackをコラボレーションツールとして追加します。 [コラボレーション
ツールの追加 ]ダイアログボックスが開きます。

5. Slackで、このALM Octaneワークスペースに関連するすべてのコミュニケーションに使
用するワークスペースがあることを確認します。ALM Octaneのすべてのワークスペース
メンバーを、Slackのワークスペースに追加します。

該当するワークスペースが存在しない場合は、 [コラボレーションツールの追加 ]ダイア
ログボックスのリンクをクリックしてSlackを開き、ワークスペースを作成します。

l Slackのワークスペースを新規に作成する際には、必ず利用可能な電子メール
アドレスを使用してください。Slackのプロセスでは、確認コードがこのアドレス宛に
送信されます。

1つのメールアドレスを使って、異なる複数のSlackワークスペースを作成すること
ができます。

l Slackのワークスペースへのメンバーの追加は、いつでも行うことができます。

Slackのワークスペースの作成が済んだら、ALM Octaneのブラウザータブに戻りま
す。

6. Slackのチャンネル上でALM Octaneの内部情報を公開するかどうかの判断は、慎
重に行ってください。
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[コラボレーションツールの追加 ]ダイアログボックスでこのオプションのチェックボックスを
オンにすると、ALM Octaneから関連するバックログ項目に関する情報がSlackの
チャンネルに送信されます。

注: この設定は、コラボレーションツールグリッドでいつでも変更できます。

7. をクリックして、ALM OctaneのワークスペースをSlackの
ワークスペースに追加します。

Slackに登録されたALM Octaneのチャットアプリケーションは、Slackのワークスペース
へのアクセスを要求します。

SaaSのALM Octaneの場合、このアプリケーションの名前はoctanechatsappです。
オンプレミスのALM Octaneの場合、このアプリケーションはサイト管理者がセットアッ
プします。

8. オプションで、Slackの別のワークスペースを選択し、Slackのワークスペースに関する
詳細情報をALM Octaneに対して公開するかどうかを選択します。

9. [Authorize]をクリックします。

これで、Slackとの統合は完了です。バックログ項目および失敗を含むパイプライン実行
の [失敗分析 ]タブで、 [Slackチャット ]ボタンが使用できるようになります。

トラブルシューティング:通信の不具合が原因で統合のセットアップに失敗し、アク

セス不可能なredirect_urlが通知される場合は、サイト管理者に連絡して、設

定パラメーターSERVER_BASE_URLが正しく定義されていることを確認してく

ださい。

詳細については、『ALM Octane Installation and Administration Guide』を参

照してください。

ALM Octane用のSlackアプリケーションの作成 (オンプレミスの
み)
ALM OctaneのサイトでSlackの統合を設定するには、Slackアプリケーションを作成し、
そのSlackアプリケーションを使用するようにALM Octaneを設定します。

サイト管理者の権限が必要です。

1. ALM Octaneのサイト管理者が所有するSlackのアカウントを使用し、ALM Octane
で使用する新しいSlackアプリケーションを作成します。
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1つのSlackアプリケーションを、ALM Octaneの複数のインスタンスで使用できます。
詳しい手順については、https://api.slack.com/slack-appsを参照してください。

2. 新しいSlackアプリケーションの設定を行い、配布をアクティブ化します。

a. [Add features and Functionality]で、 [Permissions]をクリックして任意の権限
の範囲を選択します。ALM Octaneはこの設定を使用しません。

b. [Manage Distribution]で、 [Distribute App]をクリックして、他のワークスペースと
のアプリケーションの共有を設定します。ALM OctaneのURLを使用してOAuth
Redirect URLを追加します。

次の形式でURLを追加し (ポート番号は省略可能 )、 [Save URLs]をクリックし
ます。http://<ALM Octane hostname / IP address> {:<port number>}/internal-
api

例 : http://myServer.myCompany.com:8081/internal-api
c. [Remove Hard Coded Information]で、チェックボックスをオンにします。

d. ボタンをクリックして配布をアクティブ化します。

e. https://api.slack.com/appsで、アプリケーションの配布ステータスがDistribution
activatedであることを確認します。

3. ALM Octaneで、作成したSlackアプリケーションを使用するのに必要な資格情報を
指定します。

a. Slackアプリケーションの [Basic Information] > [App Credentials]領域で、
Client IDとClient Secretを見つけます。

b. クライアント IDとクライアントシークレットの値を、ALM Octaneの設定パラメーター
SLACK_INTEGRATION_CLIENT_IDおよびSLACK_INTEGRATION_
SECRETに指定します。

詳細については、「設定パラメーターの設定 (テクニカルプレビュー)」(337ページ)
を参照してください。

IDEの統合
本項では、統合開発環境 (IDE)をALM Octaneと統合する手順について説明しま
す。

トピック 説明

「IntelliJ IDEAで
の操作」(597ペー
ジ)

ALM Octaneの作業をIntelliJ IDEA IDEから直接行う方法につ
いて説明します。これには、 IntelliJ IDEA用のALM Octaneプラ
グインのインストールが必要です。

「Eclipse IDEでの
操作」(603ペー
ジ)

NeonやMarsなどのEclipse IDEからALM Octaneの作業を直接
行う方法を説明します。これには、Eclipse用のALM Octaneプ
ラグインのインストールが必要です。
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トピック 説明

「Microsoft Visual
Studio IDEでの操
作 」(610ページ)

ALM Octaneの作業をMicrosoft Visual Studio開発フレームワー
クから直接行う方法を説明します。これには、Visual Studio用
のALM Octaneプラグインのインストールが必要です。

IntelliJ IDEAでの操作
ALM Octaneの操作は、 IntelliJ IDEA IDEから直接実行できます。これには、 IntelliJ
IDEA用のALM Octaneプラグインのインストールが必要です。

制限事項: ユーザー定義のフィールドには、 IntelliJ IDEAからアクセスできません。

このトピックの内容 :

l 「IntelliJ IDEA用のALM Octaneプラグインについて」(597ページ)
l 「前提条件」(598ページ)
l 「IntelliJ IDEA用のALM Octaneプラグインのダウンロードとインストール」(598ページ)
l 「ALM Octaneへの接続」(600ページ)
l 「ALM Octane項目の操作」(600ページ)

IntelliJ IDEA用のALM Octaneプラグインについて

開発者はこのプラグインによって、ALM Octaneワークスペースへの接続、ALM Octane
項目の表示、更新を実行できます。

このプラグインはオープンソースです。ソースコードへのアクセス方法については、
https://github.com/MicroFocus/octane-intellij-pluginを参照してください。

このプラグインは、双方向の統合をサポートしています。

l このプラグインは、ホストのIntelliJ IDEAアプリケーション内のデータをすべて更新しま
す。

l IntelliJ IDEAで行われた変更は、ALM Octaneのデータに影響を与えます。
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前提条件

1. 使用するオペレーティングシステムがサポートされていることを確認してください。

l Windows 10 (NormalテーマとDarculaテーマ)
l Windows 8 (NormalテーマとDarculaテーマ)
l Windows 7 (NormalテーマとDarculaテーマ)
l Ubuntu 16.04
l macOS 10.12

2. 使用するソフトウェアがサポートされていることを確認してください。

アプリケーション/プラグイン バージョン

ALM Octane IntelliJ IDEAプラグイン 12.53.21以降

ALM Octane 12.53.20以降

IntelliJ IDEA 2016.2以降

IntelliJ IDEA用のALM Octaneプラグインのダウンロードとイン
ストール

1. JetBrainsプラグインストアに移動します。
https://plugins.jetbrains.com/idea/plugin/9540-alm-octane
[Download]をクリックします。

2. IntelliJ IDEAで、[File] > [Settings] > [Plugins]を選択します。

3. [Install plugin from disk...]をクリックします。

4. ダウンロードしたzipファイルに移動し、選択します。

5. [Apply]と [OK]をクリックします。

6. IntelliJ IDEAを再起動します。
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ヒント : IntelliJストアでプラグインを検索し、 [Browse Repositories…]ボタンを使

用してプラグインを直接インストールすることもできます。
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ALM Octaneへの接続

インストールが完了すると、新しい設定カテゴリがIntelliJ IDEAで利用可能になります。
この領域を使用して、 IntelliJ IDEAをALM Octaneに接続します。

1. IntelliJ IDEAで、[File] > [Settings] > [ALM Octane Settings]を選択します。

2. ALM OctaneサーバーのURLを入力します。URLには、関連するスペースとワークス
ペースのクエリパラメーターを指定してください。形式は次のとおりです。

https://<server>:<port>/ui/?p=<spaceID>/<workspaceID>

3. ALM Octaneへのログインに使用するユーザー名とパスワードを入力します。

4. [Test connection]をクリックします。

これにより、 IntelliJ IDEA内からALM Octaneを使用できるようになります。

ALM Octane項目の操作

本項では、ALM Octaneの [My Work]タブからALM Octaneを操作する方法について説
明します。
1.
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ALM Octaneの [My Work]タブを開く

左下にある をクリックし、ALM Octaneを選択します。 [My Work]タブが開き、割り
当てられた作業がカテゴリ別に表示されます。

別のセッションを開始すると、ALM Octane IntelliJ IDEAプラグインは前回の作業内
容に基づいて、 [ALM Octane]ペインでタブを開きます。

ほとんどのALM Octane項目は、 IDEから利用できます。

ボタンでは、表示の更新、 [My Work]にあるカテゴリの展開と折りたたみを
実行できます。

ヒント :特定の項目の作業中であることを示し、コード変更をその項目に関

連付けるには、 [My Work]リストの項目を右クリックし、 [Start work]を選択し

ます。作業が完了したら、項目を右クリックして [Stop work]を選択します。
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2. 項目の詳細を表示する

ほとんどの項目は、ダブルクリックすることによって別のペインが開き、詳細が表示さ
れます。

をクリックし、表示するフィールドを選択します。 [None]または [All]も選択できま
す。設定内容が適用される範囲は、自分のみに限定されます。別のセッションを
開始すると、選択しているフィールドがALM Octane IntelliJ IDEAプラグインに記憶
されます。

ALM Octaneで項目の詳細を表示するには、リンクで表示されている項目名をク
リックします。

3. 項目を検索する

[My Work]に表示されている項目リストを検索できます。検索結果は新しいタブで
開きます。

検索の範囲は、現在のIntelliJ IDEAプロジェクト内に限定されます。

4. 自分の項目を更新する

IntelliJ IDEAでのストーリーの実装と不具合の修正では、自分のALM Octane項
目を更新します。

l 定義されたALM Octaneワークフローに沿って、項目のステータスをフェーズ間で
移動します。必ず保存 してください。

l [Comments]をクリックして、コメントの表示と追加を行います。

5. Gherkinテストスクリプトをダウンロードして自動化する

ALM Octaneで作成したGherkinテストは、 IntelliJ IDEAで自動化することができま
す。

[My Work]でGherkinテストを右クリックし、 [Download Script]を選択します。

Gherkinテストをダウンロードするフォルダーを選択します。 [OK]をクリックします。

ダウンロードされるスクリプト名の形式は、次のとおりです。

<TestName>-<TestID>.feature

ファイルがすでに存在する場合は、ファイルの上書きを確認するメッセージが表示さ
れます。キャンセルし、元のスクリプトの名前を変更することもできます。

6. オートコンプリートを使用して変更をコミットする

GitなどのSCMシステムに対して、項目の作業を開始したことを宣言することができ
ます。これによって、項目の変更をコミットしたときに、コミットメッセージが自動作成
されます。

ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合、アクティブなタスクの変更をコミットでき
ます。

a. [My Work]で、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合、アクティブなタスク
を右クリックします。

ALMOctaneユーザーガイド

IDEの統合

ALM Octane (12.55.17) 602 / 628ページ



b. [Start work]を選択します。項目のアイコンに「再生ボタン」が表示されます。

また、 IntelliJ IDEAのツールバーに項目がボタン として表示されます。
このボタンをクリックすると、項目の詳細がタブで開きます。

コミットメッセージのオートコンプリートフォーマットでは、項目タイプと項目 IDの後に、コ
ロン (:)が続きます。コロンの後に、コミットメッセージの詳細を入力します。

タスクのコミットでは、タスクに関連する項目 (ストーリーや不具合など)も含まれま
す。

コミットメッセージのオートコンプリートをキャンセルするには、 [My Work]で項目を右ク
リックし、 [Stop work]を選択します。

ヒント :オートコンプリートを使用せず、コミットメッセージを手動で編集すること

も可能です。詳細については、「ソースコントロール管理システムにコミットされ

た変更の追跡」(218ページ)を参照してください。

参照情報 :
l 「ALM Octane DevOps統合」(449ページ)

Eclipse IDEでの操作
ALM Octaneの操作は、NeonやMarsなどのEclipse IDEから直接行うことができます。
これには、Eclipse用のALM Octaneプラグインのインストールが必要です。

このトピックの内容 :

l 「概要」(603ページ)
l 「Eclipse IDEでの操作」(603ページ)
l 「前提条件」(604ページ)
l 「プラグインのダウンロードとインストール」(604ページ)
l 「ALM Octaneへの接続」(606ページ)
l 「ALM Octane項目の操作」(607ページ)

概要

開発者はこのプラグインによって、ALM Octaneワークスペースへの接続、ALM Octane
項目の表示、更新を実行できます。

このプラグインは、オープンソースです。ソースコードへのアクセス方法については、
https://github.com/MicroFocus/octane-eclipse-pluginを参照してください。
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このプラグインは、双方向の統合をサポートしています。

l このプラグインは、ホストのEclipseアプリケーション内のデータをすべて更新します。

l Eclipseで行われた変更は、ALM Octaneのデータに影響を与えます。

前提条件

1. 使用するオペレーティングシステムがサポートされていることを確認してください。

l Windows 10
l Windows 8
l Windows 7
l macOS 10.12

2. 使用するソフトウェアがサポートされていることを確認してください。

アプリケーション/プラグイン バージョン

ALM Octane Eclipseプラグイン 12.55.4以降

ALM Octane 12.55.4以降

3. 他のソフトウェアがサポートされていることを確認します。

ソフトウェア バージョン

Java 1.8以降

プラグインのダウンロードとインストール

このプラグインをダウンロードしてインストールするには、3つの方法があります。

l 「Eclipse Marketplaceから」(604ページ)
l 「Eclipse IDEの内部から」(604ページ)
l 「Eclipse IDEの内部から (リモートインストール)」(605ページ)

Eclipse Marketplaceから

1. Eclipse IDE内で、[Help] > [Eclipse Marketplace]を選択します。

2. [Find]ボックスで、ALM Octaneプラグインを検索します。画面の指示に従ってインス
トールします。

Eclipse IDEの内部から

1. Eclipse IDE内で、[Help] > [Install New Software]を選択します。

2. [Work with]に、Eclipse用のALM Octane IDEプラグインにアクセスするためのURL
を入力し、 [Add]をクリックします。
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3. [Add Repository]ダイアログボックスが開いたら、ソフトウェアの名前を入力します。

4. [Select All]をクリックし、 [Next]を2回クリックします。

5. 条件に同意し、 [Finish]をクリックします。

6. Eclipse IDEを再起動します。

7. 「ALM Octaneへの接続」(606ページ)に進みます。

Eclipse IDEの内部から (リモートインストール)
インターネットにアクセスできない場所でプラグインをインストールするには、プラグインの圧
縮アーカイブをストレージデバイスにダウンロードします。

1. 次のURLにアクセスし、アーカイブをダウンロードします。

https://github.com/MicroFocus/octane-eclipse-plugin/tree/gh-pages
2. [Clone or Download]をクリックします。

3. [Download ZIP]を選択します。

4. ストレージデバイスにプラグインを解凍します。

例 : F:/MyEclipse/octane-eclipse-plugin-gh-pages
5. 各リモートコンピューターでEclipse IDEを起動し、[Help] > [Install New Software]を

選択します。

6. [Work with]に、Eclipse用のALM Octane IDEプラグインにアクセスするためのURL
を入力します。

これを行うには、 [Local]をクリックし、update-siteフォルダーに移動します。

<AnyName> - file:/F:/MyEclipse/octane-eclipse-plugin-gh-pages/update-site/
[Add]をクリックします。

7. [Select All]をクリックし、 [Next]を2回クリックします。

8. 条件に同意し、 [Finish]をクリックします。

9. Eclipse IDEを再起動します。

10. 「ALM Octaneへの接続」(606ページ)に進みます。
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ALM Octaneへの接続

インストールが完了すると、新しい設定カテゴリがEclipseで利用可能になります。この
領域を使用して、EclipseをALM Octaneに接続します。

1. Eclipseで [Window] > [Preferences] > [ALM Octane Settings]を選択します。

2. ALM OctaneサーバーのURLを入力します。URLには、関連するスペースとワークス
ペースのクエリパラメーターを指定してください。形式は次のとおりです。

https://<server>:<port>/ui/?p=<spaceID>/<workspaceID>

3. ALM Octaneへのログインに使用するユーザー名とパスワードを入力します。

4. [Test connection]をクリックします。

ヒント : Eclipseでプロンプトが表示されたら、パスワードの回復に使用するヒントを

指定できます。

これにより、Eclipse内からALM Octaneを使用できるようになります。
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ALM Octane項目の操作

本項では、ALM Octaneの [My Work]タブからALM Octaneを操作する方法について説
明します。

1. ALM Octaneの [My Work]タブを開く

[Window] > [Show View] > [Other] を選択します。次に [Octane: My Work]を展開
し、接続を選択します。 [My Work]タブが開き、自分に割り当てられている作業が
表示されます。 [My Work]タブにあるチェックボックスを使用して、表示する項目を
フィルターします。
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別のセッションを開始すると、ALM Octane Eclipseプラグインは前回の作業内容に
基づいて、 [ALM Octane]ペインでタブを開きます。

ほとんどのALM Octane項目は、 IDEから利用できます。

自分がメンションされているコメントを確認できます。コメントから、コメントが追加さ
れた項目に移動できます。これを行うには、ダブルクリックしてください。

ヒント :特定の項目の作業中であることを示し、コード変更をその項目に関

連付けるには、 [My Work]ペインの項目を右クリックし、 [Start work]を選択

します。項目アイコンには緑色の三角形が表示され、自分が「作業中」で

あることを示します。作業が完了したら、項目を右クリックして [Stop work]を
選択します。

2. 詳細を表示する

項目をダブルクリックすると、別のペインが開き、詳細が表示されます。

をクリックし、表示するフィールドを選択します。また、 [None]または [All]も選択
できます。設定内容が適用される範囲は、自分のみに限定されます。別のセッショ
ンを開始すると、選択しているフィールドがALM Octane Eclipseプラグインに記憶さ
れます。

ヒント :項目は、ブラウザーを使用してALM Octaneで直接開くこともできま

す。 [My Work]ペインで項目を右クリックし、次の項目を選択します。

l View in Browser (System):ブラウザーの新しいウィンドウで項目が開きま

す。

l View in Browser (Eclipse).現在のEclipse IDEの新しいペインで項目が

開きます。

通常のEclipse IDEビューに戻るには、項目を右クリックして [Details View]を選択
します。

3. 項目を検索する

検索の範囲は、現在のEclipseプロジェクト内に限定されます。

4. 自分の項目を更新する

Eclipseでのストーリーの実装と不具合の修正では、自分のALM Octane項目を更
新します。

l 定義されたALM Octaneワークフローに沿って、項目のステータスをフェーズ間で
移動します。必ず保存 してください。

l [Comments]をクリックして、コメントの表示と追加を行います。

5. Gherkinテストスクリプトをダウンロードして自動化する
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ALM Octaneで作成したGherkinテストは、Eclipseで自動化することができます。

a. [My Work]ペインでGherkinテストを右クリックし、 [Download Script]を選択しま
す。

b. Gherkinテストをダウンロードするフォルダーを選択します。 [OK]をクリックします。

ダウンロードされるスクリプト名の形式は、次のとおりです。

<TestName>-<TestID>.feature

ファイルがすでに存在する場合は、ファイルの上書きを確認するメッセージが表
示されます。キャンセルし、元のスクリプトの名前を変更することもできます。

6. 生成されたメッセージを使用して変更をコミットする

GitなどのSCMシステムに対して、Eclipseプロジェクトで項目の作業を開始したこと
を宣言することができます。これによって、項目の変更をコミットしたときに、自動生
成されたテキストをコピーし、その項目のコミットメッセージに貼り付けることができま
す。

ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合、アクティブなタスクの変更をコミットでき
ます。

a. [My Work]ペインで、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合、アクティブな
タスクを右クリックします。

b. [Start work]を選択します。項目のアイコンに「再生ボタン」が表示されます。

また、Eclipseのツールバーに項目がボタン として表示されます。このボ
タンをクリックすると、項目の詳細がタブで開きます。

c. コミットメッセージのテキストを生成してクリップボードにコピーするには、項目を右
クリックして [Commit Message to Clipboard]を選択します。

d. 変更をコミットします。Gitのステージング領域で、クリップボードの内容を
[Commit Message]領域に貼り付けます。

コミットメッセージのフォーマットでは、項目タイプと項目 IDの後に、コロン (:)が続
きます。コロンの後に、コミットメッセージの詳細を入力します。

タスクの場合は、タスクに関連する項目 (ストーリーや不具合など)も含まれま
す。

コミットメッセージをキャンセルするには、 [My Work]ペインで項目を右クリックし、
[Stop work]を選択します。

コミットメッセージは、手動で編集することもできます。詳細については、「ソースコン
トロール管理システムにコミットされた変更の追跡」(218ページ)を参照してくださ
い。

参照情報 :
l 「ALM Octane DevOps統合」(449ページ)
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Microsoft Visual Studio IDEでの操作
ALM Octaneの操作は、Microsoft Visual Studio開発フレームワークから直接実行でき
ます。これには、Visual Studio用のALM Octaneプラグインのインストールが必要です。

このトピックの内容 :

l 「概要」(610ページ)
l 「Microsoft Visual Studio IDEでの操作 」(610ページ)
l 「前提条件」(610ページ)
l 「プラグインのダウンロードとインストール」(611ページ)
l 「ALM Octaneへの接続」(611ページ)
l 「ALM Octane項目の操作」(612ページ)

概要

開発者はこのプラグインによって、ALM Octaneワークスペースへの接続、ALM Octane
項目の表示、更新を実行できます。

このプラグインは、オープンソースです。

このプラグインは、双方向の統合をサポートしています。

l このプラグインは、ホストのVisual Studioアプリケーション内のデータをすべて更新しま
す。

l Visual Studioで行われた変更は、ALM Octaneのデータに影響を与えます。

前提条件

1. 使用するオペレーティングシステムがサポートされていることを確認してください。

l Windows 10
l Windows 8
l Windows 7

2. 使用するソフトウェアがサポートされていることを確認してください。

アプリケーション/プラグイン バージョン

Microsoft Visual Studio 2015および2017
すべてのエディション: Community、
Professional、Enterprise

ALMOctaneユーザーガイド

IDEの統合

ALM Octane (12.55.17) 610 / 628ページ



アプリケーション/プラグイン バージョン

ALM Octane Visual Studioプ
ラグイン

12.55.7以降

ALM Octane 12.55.7以降

プラグインのダウンロードとインストール

Visual Studio Marketplaceからプラグインをダウンロードします。

1. Visual Studio IDE内で、[Tools] > [Extensions and Updates] > [Online] > [Visual
Studio Marketplace]を選択します。

または、Visual Studio Marketplaceにアクセスします。

2. ALM Octaneプラグインを検索します。画面の指示に従ってインストールします。

3. 「ALM Octaneへの接続」(611ページ)に進みます。

ALM Octaneへの接続

インストールが完了すると、新しい設定カテゴリがVisual Studioで利用可能になりま
す。この領域を使用して、Visual StudioをALM Octaneに接続します。
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1. Visual Studioで [Tools] > [Settings] > [ALM Octane] を選択します。

2. ALM OctaneサーバーのURLを入力します。形式は次のとおりです。

https://<server>:<port>

3. ALM Octaneへのログインに使用するユーザー名とパスワードを入力します。

これにより、Visual Studio内からALM Octaneを使用できるようになります。

ALM Octane項目の操作

本項では、 [ALM Octane]ペインからALM Octaneを操作する方法について説明しま
す。

1. [ALM Octane]ペインを開く

[View] > [Other Windows] > [ALM Octane]を選択します。 [ALM Octane]ペインに
は、自分に割り当てられた作業が表示されます。

別のセッションを開始すると、ALM Octane Visual Studioプラグインは前回の作業
内容に基づいて、 [ALM Octane]ペインでタブを開きます。

ほとんどのALM Octane項目は、 IDEから利用できます。

2. 項目の詳細を表示する

ほとんどの項目は、ダブルクリックすることによって別のペインが開き、詳細が表示さ
れます。

ヒント :次の操作も実行できます。

l ブラウザーを使用してALM Octaneで直接開くこともできます。Altを押し、

[ALM Octane]ペインの項目をダブルクリックします。
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l 項目を右クリックして、コンテキストメニューから[Show Details]または [Open
in Browser]を選択します。

3. Gherkinテストスクリプトをダウンロードして自動化する

ALM Octaneで作成したGherkinテストは、Visual Studioで自動化することができま
す。

[ALM Octane]ペインでGherkinテストを右クリックし、 [Download Gherkin Script]を
選択します。

4. 生成されたメッセージを使用して変更をコミットする

項目の変更をコミットしたときに、自動生成されたテキストをコピーし、その項目のコ
ミットメッセージに貼り付けることができます。

ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合、アクティブなタスクの変更をコミットでき
ます。

a. [ALM Octane]ペインで、ユーザーストーリー、品質ストーリー、不具合、アクティ
ブなタスクを右クリックします。

b. コミットメッセージのテキストを生成してクリップボードにコピーするには、項目を右
クリックして [Commit Message to Clipboard]を選択します。

c. 変更をコミットします。Gitのステージング領域で、クリップボードの内容を
[Commit Message]領域に貼り付けます。

コミットメッセージのフォーマットには、項目タイプ、項目 ID、コロン (:)、項目名が
含まれます。名前の後に、コミットメッセージの詳細を入力できます。

タスクの場合は、タスクに関連する項目 (ストーリーや不具合など)も含まれま
す。

コミットメッセージは、手動で編集することもできます。詳細については、「ソースコン
トロール管理システムにコミットされた変更の追跡」(218ページ)を参照してくださ
い。

参照情報 :
l 「ALM Octane DevOps統合」(449ページ)

レポートの統合
このセクションでは、レポートツールとビジネスインテリジェンス (BI)ツールをALM Octaneと
統合する方法について説明します。

トピック 説明

「拡張レポートのための
ODataサポート (テクニカル
プレビュー)」(614ページ)

OData (Open Data Protocol)を使用して、ALM
Octaneダッシュボードウィジェットのレポート機能を拡張
および改善する方法について説明します。
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拡張レポートのためのODataサポート (テクニカルプレ
ビュー)
ALM Octaneは、データにアクセスするためのOASIS RESTベースの標準であるOData
(オープンデータプロトコル)をサポートしています。ODataを使用すると、ALM Octaneの
ダッシュボードウィジェットで提供される機能に加え、レポート機能を拡張できます。この
トピックでは、ODataとALM Octaneを使用する手順について説明します。

このトピックの内容 :

l 「概要」(614ページ)
l 「サポートされているODataバージョン」(614ページ)
l 「前提条件」(615ページ)
l 「ALM OctaneサーバーのベースURI」(615ページ)
l 「認証」(615ページ)
l 「レポートツールまたはBIツールからのALM Octaneデータへのアクセス」(616ページ)
l 「シナリオ: ALM Octane ODataとPower BIのためのテンプレート」(616ページ)
l 「シナリオ: ALM Octane ODataとPower BIのためのテンプレート」(616ページ)

概要

この概要では、OData標準を使用してALM Octaneにアクセスするためのユースケースに
ついて説明します。

ALM Octaneのデータは、レポートおよびビジネスインテリジェンスツールを使用し、OData
を介して取得できます。

レポートやチャートは、ALM Octaneのダッシュボードウィジェットだけでなく、ODataをサ
ポートするこれらのレポートおよびビジネスインテリジェンスツール (Power BIなど)を使用し
て生成できます。

ALM OctaneのODataサポートは、アプリケーションのインターフェイスから接続します。

サポートされているODataバージョン

ALM Octaneは、ODataバージョン2.0をサポートしています。

ODataバージョン2.0をサポートするツールであれば、ALM Octaneで正しく機能すると思
われます。

ALM OctaneのODataサポートは、Power BIおよびExcelでテスト済みです。
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前提条件

サイト管理者または共有スペース管理者に依頼し、各スペースのSUPPORTS_BASIC_
AUTHENTICATION設定パラメーターで基本認証をアクティブにします。詳細について
は、「SUPPORTS_BASIC_AUTHENTICATION」(355ページ)を参照してください。

ALM OctaneサーバーのベースURI
ODataを使用してALM OctaneデータにアクセスするためのALM Octaneサーバーのベース
URIは、次のとおりです。

<https://サーバー>/odata/v2/shared_spaces/<スペースID>/workspaces/<ワー

クスペースID>/

トラブルシューティング: ALM OctaneがODataコンシューマーの要求に正常に応答しない
場合、これはALM Octaneを参照するのに使用されているベースURLが正しいURLと異
なっているためであることが考えられます。「設定パラメーター」(338ページ)の説明に従っ
て、ODATA_USE_SERVER_BASE_URLとSERVER_BASE_URLを変更することを
検討してください。

認証

ODataを使用するには、「前提条件」(615ページ)で基本認証の前提条件を確認して
から、基本認証で認証します。

注意:基本認証をアクティブにすると、外部システムは、ODataだけではなく、基

本認証を使用してALM Octaneにアクセスできます。

認証には、次のいずれかを使用できます。

l ユーザー名とパスワード。

l APIアクセスキー。

詳細については、基本認証に関する情報をDeveloper Helpで参照してください。

ヒント :基本認証を使用する場合、ALM Octaneは認証に成功するたびに、

LWSSO_COOKIE_KEY Cookieをレスポンスに含めます。パフォーマンスを向上さ

せるため、後続のOData要求ごとに LWSSO_COOKIE_KEY Cookieを送信する

ことをお勧めします。詳細については、Developer HelpのLWSSO_COOKIE_
KEY を参照してください。
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レポートツールまたはBIツールからのALM Octaneデータへのア
クセス

Excel 2010以降、Power BI、Power Query for Excel、Power Pivot for Excelなどの
ODataをサポートするレポートまたはビジネスインテリジェンスツールであれば、ALM
Octaneと統合できます。

ODataをサポートする数多くのツールのリストについては、
http://www.odata.org/ecosystem/にアクセスし、左側の [Consumers]をクリックしてくだ
さい。

Power BIを使用してALM Octaneにアクセスする例

1. [ホーム] > [データを取得] > [Odata フィード ] を選択します。

2. ALM OctaneサーバーのベースURIを入力し、 [OK]をクリックします。

3. [基本 ]にALM Octaneユーザー名とパスワードを入力します。

これで、ナビゲーターにすべてのALM Octaneエンティティを表示できます。

Excelを使用してALM Octaneにアクセスする例

1. [データ] > [その他のデータ ソースから] > [ODataデータ フィードから] を選択します。

2. ALM OctaneサーバーのベースURIを入力し、 [OK]をクリックします。

3. [この名前とパスワードを使用する]を選択し、情報を入力します。

これで、すべてのALM Octaneエンティティを表示できます。

シナリオ: ALM Octane ODataとPower BIのためのテンプレート

デプロイおよびインポートが可能なPower BIテンプレートについては、
https://marketplace.microfocus.com/appdelivery/content/power-bi-desktop-
template-for-octane-odataを参照してください。

シナリオ: ALM Octane ODataとPower BIによるトレーサビリ
ティレポート

この例では、ODataを使用し、Power BIでALM Octaneデータにアクセスする方法を示し
ます。ここでは、トレーサビリティレポートの作成方法を順を追って示します。

1. Power BIで、ODataによるALM Octaneのデータフィードを設定します。詳細につい
ては、「Power BIを使用してALM Octaneにアクセスする例」(616ページ)を参照し
てください。
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ALM OctaneのURIを使用して基本フィードをセットアップします。
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基本認証のユーザー名とパスワードを入力し、 [Connect]をクリックします。

2. これで接続が完了し、すべてのALM Octaneエンティティを表示できます。ここで、レ
ポートの作成を開始します。

ストーリーのみを表示するには、ストーリーをクリックしてから [Edit]をクリックします。

ALMOctaneユーザーガイド

レポートの統合

ALM Octane (12.55.17) 618 / 628ページ



ここで、表示する列を選択します。 [Choose Columns]をクリックします。
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このレポートでは、 [ID]、 [name]、 [release]、および [tests]列を選択します。
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リリースとテストは、他のエンティティへの参照です。リリースとテストの詳細は、各カラムの
右のボタンをクリックして展開すると表示されます。

リリースのボタンをクリックします。リリースの名前が必要なので、 [name]を選択します。

同様に、テストのボタンをクリックし、 [name]および [ID]属性を選択します。

ここで、リリース2.2の項目に絞り込みます。
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[Close & Apply]をクリックします。ここまでの結果は以下のようになります。

ここで、選択するデータでグラフを作成します。

右のペインで:

l 値を選択します。

l マトリックスの視覚化を選択します。

l 行、列、および値を整えます。
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また、円グラフの視覚化を追加することもできます。
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データを保存して更新します。
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参照情報 :
l Developer HelpのODataに関する情報
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フィードバックを送信

ALMOctaneユーザーガイドを使用してお気づきになった点をお知らせください。

電子メールの宛先 : docteam@microfocus.com
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